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編集方針

会社概要

つばきグループにおける環境・社会への取り組みをご報告するため、2005
年度から環境・社会報告書を発行しています。本年度は、つばきグループの

主要製品であるチェーンの社会における役割や、環境コミュニケーションの

一環として実施した従業員座談会の様子を紹介しています。また、つばきグ

ループの社会的責任に関するページを設け、CSRやコーポーレート・ガバ
ナンス、コンプライアンスに関する記述を増やしました。

なお、本報告書は、環境省「環境報告ガイドライン（2007年版）」、環
境省「環境会計ガイドライン（2005年版）」およびGRI「サスティナビリ
ティレポーティング ガイドライン2006」を参考に作成しました。

報告対象期間：2006年4月～2007年3月
（一部2007年度の活動を含みます）

パフォーマンスデータ集計範囲：

椿本チエイン京田辺工場、埼玉工場
椿本チエイン主要関係会社

(ツバキエマソン、椿本カスタムチエン、)椿本スプロケット、椿本バルクシステム、

椿本メイフラン、椿本鋳工

発 行 日：2007年9月

次回発行予定：2008年9月

お問い合わせ：CSR推進センター 環境経営室
住所：埼玉県飯能市新光20 電話：042-973-1146

ホームページ：http://www.tsubakimoto.jp/

会 社 名
本社所在地

代 表 者

創 業
設 立
資 本 金
従 業 員 数

：株式会社椿本チエイン
：〒530-0005
大阪市北区中之島3-3-3 中之島三井ビルディング6階
：代表取締役会長　福永 喬
代表取締役社長　美本 龍彦　
：1917年（大正6年）12月
：1941年（昭和16年）1月
：170億7,600万円
：連結 5,114名　単体：1,843名
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経済性指標

モノづくりと環境配慮

椿本チエインは、昨年創業90周年を迎え、100周年に

向かって新たな一歩を踏み出しました。いま、私たちは

モノづくりの原点に立ち返ってより一層社会に貢献した

いと考えており、そのひとつに、地球環境問題への対応

があります。モノづくりから生まれたいろいろな問題はモ

ノづくりの技術を駆使して解決すべきで、私たちはコア技

術を生かして環境負荷を低減させることをモノづくり企

業としてのミッション（使命）と捉え、事業活動を通じての

環境負荷低減はもちろんのこと、製品、サービス面でも

お客様の環境負荷低減に貢献できるように常に努めて

います。

例えば、リサイクルプラチェーンはＬＣＡ（Life Cycle

Assessment）評価を行い、環境負荷を低減する製品で

あることをデータなどで公開していますが、これにより機

械部品メーカーで初めて、エコラベルタイプⅢの１つであ

るエコリーフ環境ラベルを取得しました。また、当社の

主力製品である一般産業用チェーンは世界シェア24%

（第1位）、自動車エンジン用タイミングチェーンドライブシ

ステムは世界シェア34%（第2位）を誇り、これは性能・品

質面はもちろんのこと、自動車業界をはじめ、お客様の

環境ニーズに適応するなど、環境配慮面においても他社

に比べて優位性を発揮した結果と考えています。

つばきグループのブランドメッセージである

「Innovation in motion」の下、私たちはお客様のニー

ズに応えるべく、新商品･新技術の開発に努め、中でも

CO2排出量削減、廃棄物の再資源化に結びつく「エコ製

品」の開発にグループをあげて取り組んでいます。

つばきグループの製造現場は、仕事の「見える化」を図

り、技能を伝承しながら、現場力を一層高めるモノづく

りを目指しています。営業・技術・企画などの間接部門も

仕事の「見える化」を行い、情報共有化などを現場力向

上のひとつと考え、グループの活動として展開中です。世

界のお客様に安心かつ満足していただける製品・サービ

スを提供するために、仕事の仕組みを整備して現場力と

技術力を高め、本業を通じて環境保全にも確実に取り組

みたいと考えます。

2007年9月

代表取締役社長

※パワトラ：パワートランスミッションの略。
パワトラ事業部門には、チェーン、
自動車部品、精機の3事業がある

※マテハン：マテリアルハンドリングの略。
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つばきグループの社会的責任 コーポレート・ガバナンス／コンプライアンス

4

つばきグループの社会的責任の原点は、つばきのミッションを実現し社会の信頼を得ることです。椿本チエインでは、2006年4月から従来

のコンプライアンスセンターをCSR推進センターに名称変更し、健全性・透明性の確保へ向けた活動を開始しました。

つばきグループは、ミッション・ステートメントを実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを経営上の重要課題の一つ

と位置づけています。グループのコーポレート・ガバナンスに関する施策は以下のとおりです。

コーポレート・ガバナンス体制

①ミッションステートメントにおける企業理念、企業

行動指針等の明確化

②倫理綱領の制定と周知徹底、コンプライアンス

体制の強化

③内部通報制度の構築

④情報セキュリティに関する社内規定の整備

⑤リスクマネジメントシステム基本方針に基づく諸

施策の実施と周知徹底

⑥定例（月1回）および臨時取締役会、経営会議（月

2回）の開催

⑦社外取締役（1名）、社外監査役（2名・うち1名は、

弁護士または公認会計士）の選任

⑧執行役員制度の導入

⑨コンプライアンス確保へ向け、規範、規則を関係

会社管理規程類として整備

⑩グループ経営の強化

⑪内部監査および監査役監査・会計監査の実施　他

コンプライアンス

●派遣法・下請法などの法令遵守状況

つばきグループでは、2006年度は国内グループ会社13社が一丸

となって構内請負・派遣の適正化のための改善に取り組み、構内請

負・派遣受入に際し、法令遵守を徹底するよう努めました。

また、下請業者との取引においても下請法を遵守した公正な取引

を徹底するため、国内グループ会社13社の調達担当者を対象に下請

法研修を毎年定期的に実施しています。

●個人情報保護

つばきグループでは、国内グループ会社13社を対象に｢個人情報
保護方針｣、｢個人情報取扱規定｣を2005年4月に制定しました。こ

れらに基づき、情報セキュリティの強化も含め、個人情報の保護に継

続的に取り組み、適切な取り扱いに万全を期しています。2006年度

は、従業員への教育研修の継続実施、内部監査の実施など、個人情

報保護体制の一層の強化に努めました。

CSR推進センターの使命
椿本チエインCSR推進センターの使命は、CSRのベースである健全

性と透明性を確保し、それに基づく企業文化を醸成していくことです。当

センターでは、社会に対して義務を果たすだけでなく、能動的な使命感、

誇りを持って活動を展開しています。2006年度は、内部統制システムの

構築へ向けて新たな活動を開始しました。

顧客 従業員 

地域社会 株主・投資家 

仕入先・取引先 国・行政 

環境保全、経済効果、寄付、 
ボランティア、地元住民の採用 

事業活動する場所 

モノづくりのための
知恵・労働力 

人権尊重、人材育成 
生活を保証し、働き甲斐のある
イキイキとした職場の提供 

商品・サービスへの対価、
新技術、新商品のヒント 

高品質、安全、低価格、
環境に優しい、実用性
の高い商品の提供 

公正で自由な競争の場を
提供、社会秩序の維持 

法令遵守、納税 

原材料や部品などの納入 

業績の向上、株価の上昇、 
安定・高配当 
→株主価値の向上 

資本の提供 

受注の継続、受注量の
確保、公正・公平な取引 

株 主 総 会 
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（環境保全、環境ビジネス） 
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…… ●企業倫理

つばきグループでは、グループ共通の行動

基準として2002年に倫理綱領を制定し、倫理

ヘルプライン（相談窓口）を設置しました。ま
た、倫理綱領の周知徹底を目的として、2005
年度に引き続き、「企業倫理強化月間」を実施

しました。

2006年度は「社内ルールの遵守とモラルの

向上」をテーマに、告知ポスターの掲示、意見

投書箱の設置、倫理綱領研修や職場ミーティ

ングを実施し、全従業員に企業倫理ハンドブックの配布を行いました。

●情報セキュリティーの強化

つばきグループでは、2005年10月の経済産業省による営業秘密

管理指針の改定を受け、営業秘密取扱・保全規程の改定、秘密保持

誓約書の取得などの対応を実施してきました。情報管理ルールを徹

底するため、パソコン・USBメモリ・携帯電話の取り扱いなどにつ

いて注意喚起する職場ミーティングを定期的に実施しています。

つばきグループを取り巻くステークホルダーとの関係

つばきミッション・ステートメント

私達は世界の リーディング・カンパニー を目指します。

●「顧客満足」の実現を通して社会に貢献する ● 従業員の創造性を尊重し新事業領域に挑戦する

● 透明性を堅持し株主重視の経営を行う ● スピード経営を実践する

● 国内外関係会社のグループ力を強化する

～物づくり、夢づくり、世界の顧客と語り合う～

私達は、「パワートランスミッション」と「マテリアルハンドリング」の
技術力を駆使して、世界の顧客に ベスト・バリュー を提供します。

Our Vision

Our Mission

Our Value
（企業行動指針）
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つばきグループの社会的責任 コーポレート・ガバナンス／コンプライアンス

4

つばきグループの社会的責任の原点は、つばきのミッションを実現し社会の信頼を得ることです。椿本チエインでは、2006年4月から従来
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⑦社外取締役（1名）、社外監査役（2名・うち1名は、
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会社管理規程類として整備

⑩グループ経営の強化

⑪内部監査および監査役監査・会計監査の実施　他

コンプライアンス
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お客様のニーズに応えて
お客様の信頼に応えるモノづくり企業として、つばきグループでは、環境理念の制定や、環境マネジメントシス
テムの構築など、事業活動を通じた環境負荷低減のための仕組みづくりを行ってきました。それに対して、職場
での従業員の意識はどうなのか、製品の環境配慮をさらに進めるために必要なことは何なのか。環境コミュニ
ケーションの一環として、つばきグループのモノづくりの現場と社会との橋渡しを担う従業員の座談会を開催し
ました。 （座談会開催日：2007年7月13日）

従業員座談会

6

モノづくりに求められる環境配慮とは

司会 つばきグループはパワトラ＊1とマテハン＊2の専門メーカーと

してモノづくりを行ってきましたが、これからはさらに高品質で高付

加価値を備えた環境体質にしていくことが求められます。つばきミ

ッション・ステートメントに示されている「モノづくり」を環境面から

捉えるとき、製品の製造段階だけでなく、お客様に渡った後の使用段

階にまで目を向ける必要があります。皆さんは、このモノづくりの現

場とお客様を橋渡しするための一番重要な位置におられるのではな

いかと思います。そこで、日常の業務の中でお客様からの環境配慮

に対する要請をどのように意識しているのかを伺いたいと思います。

伊藤 マテハンの製品が機能を果たすためには、必ず電気を使うこ

とになりますので、制御設計の担当者としては、いかに製品の消費

電力を少なくできるかということを常に意識しています。また、装

置の小型化・軽量化も意識しています。それについては「環境配慮製

品設計」のマニュアルを作り、日常の業務では、その設計マニュアル

に従っています。

中久保 自動車業界では、国内外の多くのメーカーが「環境対応無く

して車の将来は無い」というような高い意識を持たれています。我々

自動車部品事業部としても、自動車の性能向上を通じて環境に貢献

するために、お客様の開発ニーズをいかにうまく取り込み、それを

いかに具体的にアウトプットするかという事を日々の業務の中で非

常に意識しています。

藤原 コンベヤチェーン技術課では、物を運ぶ大型のコンベヤチェー

ンの設計をしています。自動車業界ほどではないのかもしれません

が、社会全般の環境意識が高まってきている中で、環境配慮製品であ

ることがアピールポイントになるということは強く感じますし、お客

様の工場の中での環境配慮ということも少しずつ進んできています。

工場におけるごみの分別や、省エネ・省資源などに対して、我々の製

品設計が、どれだけ貢献できるかということを常に考えています。

大塚 ツバキエマソンでも、現有の製品の有害化学物質削減は各事業

部で継続しています。また、私は商品部という立場なので、新しい製品

をつくる際にも、最初から環境に配慮した製品づくりを進めていくよ

うに、また、お客様が使用される時にランニングコストが下がるという

ことを心がけた製品づくりを事業部の方に依頼しています。ここでは、

環境に配慮しつつコストは維持・削減することが重要になってきます。

＊1 パワトラ：
パワートランスミッション（動力伝達機器）

＊2 マテハン：
マテリアルハンドリング（物の搬送・取り扱いとそれらに関する情報システム）

＊3 リミットスイッチ：
作動片が押されることでオン／オフされるスイッチで、物の有無や位置の検
出などに使われる。

環境とコストのバランス

司会 やはり、製品の環境性能に対するお客様のニーズは高いとい

うことですね。そこで求められる環境対応製品を作っていく時に、

具体的にはどのような悩みがあるのかを話していただけますか。

藤原 私たちの感覚では、製品は環境や社会への貢献というより、ま

ずはお客様のコストを抑えるという部分が先にきてしまいます。日々

取り組んでいる長寿命化は取り替え費用の削減に、省エネ化はお客

様の電気代が安くなることにつながります。最終的には、それが環

境配慮へもつながっていくと思うのですが…。

伊藤 お客様はコスト面、環境面の両方を望まれますが、やはりその

兼ね合いが難しいですね。例えば、外部から調達するすべての部品

について、有害物質を含有しないものばかりを選択できればいいの

ですが、そうすると今の段階ではコストが高いのです。有害物質フ

リーは1つのアピールにはなりますが、コストオーバーとのどちらを
取るかということが現実的な悩みで、まだケースバイケースで対応

しています。また、マテハンの装置は大きなものですので、いかに小

さくできるかも課題です。同じフレームでも使用する材料を少なく

するため、コンピュータシミュレーションによる強度解析なども取り

入れて、省資源とコスト削減に努めています。

司会 チェーンのような部品系の製品はマテハンのような装置系の

ものと、悩みが違うと思います。お客様のニーズと実際に対応でき

ることのギャップを感じることはありますか。

中久保 それは使用環境の把握というところで、日々感じています。

専門的な話になりますが、自動車メーカーがエンジンを開発する際

には、エンジンの中に燃費をよくするための装置を入れることが多

いです。それによって、我々チェーンメーカーの知らない間にチェー

ンの使用環境がどんどん変化します。エンジンの耐久試験が終わっ

た後で、チェーンが摩耗して伸びていたりする話はよくあることで

す。自動車メーカーでの試験中、我々はなかなか対策が取れません

が、開発期間は決まっているので、なんとかしなければなりません。

コストよりも、まずモノをつくることへ集中しなくてはいけないので

す。ですから、積極的に情報を集めたり、逆にお客様にこういう実験

をしてデータを出してくださいという提案を差し上げたりして、なん

とかチェーンを使う環境を数値で知るための努力をして、改善に繋

げています。

各事業部の主要な環境配慮製品は?

司会 それぞれの部門で、お客様のニーズに応えるためのさまざま

な取り組みをされています。そのようにして生み出された各部門で

の主要な環境配慮製品を簡単に紹介してもらえますか。

大塚 ツバキエマソンの一番の環境配慮製品は、パワーシリンダの

エコシリーズです。エコシリーズは、従来のパワーシリンダで使用

されるリミットスイッチ＊3を使わずに、自動的に停止できるシリン

ダということをコンセプトとしました。リミットスイッチを使わない

のでコストダウンになるということと、ねじを変更したことで効率

が上がり、長寿命になりましたので、ランニングコスト面でも非常に

改善されました。

メンバー紹介

司会市川光一
（株）椿本チエイン CSR推進センター　環境経営室　室長

大塚 瑞穂さん
（株）ツバキエマソン
作動機商品部 作動機商品課　課長

商品部で、マーケティング全般を担当していま

す。新商品の開発、企画、それに関連するカタ

ログやリーフレットの作成や、市場調査などの

仕事をしています。環境関連の業務は、環境

配慮製品の企画です。

藤原 誠さん
（株）椿本チエイン チェーン事業部
技術部コンベヤチェーン技術課　課長

チェーンの設計を担当しています。お客様

のニーズの中でも、長寿命に対するニーズ

は高いです。製品が長寿命になれば、鋼材

の使用量・廃棄量も減ってくため、環境配慮

につながります。

中久保 克也さん
（株）椿本チエイン 自動車部品事業部
技術部 CS技術課　課長

私は、技術部でお客様のニーズをよく聞き

ながら開発計画を立てて具体的設計展開を

していく他、営業と一体となって最前線で売

り込みをしています。

伊藤 治夫さん
（株）椿本チエイン マテハン事業部 技術統括

PSS技術部 制御技術1課　課長

マテハン事業部では、ものを運んだり仕分け

たりするという搬送装置をつくっています。

私の部署は制御設計を担当しており、装置を

動かすための消費エネルギーをいかに少な

くするかということが我々の課題です。
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して車の将来は無い」というような高い意識を持たれています。我々

自動車部品事業部としても、自動車の性能向上を通じて環境に貢献

するために、お客様の開発ニーズをいかにうまく取り込み、それを

いかに具体的にアウトプットするかという事を日々の業務の中で非

常に意識しています。

藤原 コンベヤチェーン技術課では、物を運ぶ大型のコンベヤチェー

ンの設計をしています。自動車業界ほどではないのかもしれません

が、社会全般の環境意識が高まってきている中で、環境配慮製品であ

ることがアピールポイントになるということは強く感じますし、お客

様の工場の中での環境配慮ということも少しずつ進んできています。

工場におけるごみの分別や、省エネ・省資源などに対して、我々の製

品設計が、どれだけ貢献できるかということを常に考えています。

大塚 ツバキエマソンでも、現有の製品の有害化学物質削減は各事業

部で継続しています。また、私は商品部という立場なので、新しい製品

をつくる際にも、最初から環境に配慮した製品づくりを進めていくよ

うに、また、お客様が使用される時にランニングコストが下がるという

ことを心がけた製品づくりを事業部の方に依頼しています。ここでは、

環境に配慮しつつコストは維持・削減することが重要になってきます。

＊1 パワトラ：
パワートランスミッション（動力伝達機器）

＊2 マテハン：
マテリアルハンドリング（物の搬送・取り扱いとそれらに関する情報システム）

＊3 リミットスイッチ：
作動片が押されることでオン／オフされるスイッチで、物の有無や位置の検
出などに使われる。

環境とコストのバランス

司会 やはり、製品の環境性能に対するお客様のニーズは高いとい

うことですね。そこで求められる環境対応製品を作っていく時に、

具体的にはどのような悩みがあるのかを話していただけますか。

藤原 私たちの感覚では、製品は環境や社会への貢献というより、ま

ずはお客様のコストを抑えるという部分が先にきてしまいます。日々

取り組んでいる長寿命化は取り替え費用の削減に、省エネ化はお客

様の電気代が安くなることにつながります。最終的には、それが環

境配慮へもつながっていくと思うのですが…。

伊藤 お客様はコスト面、環境面の両方を望まれますが、やはりその

兼ね合いが難しいですね。例えば、外部から調達するすべての部品

について、有害物質を含有しないものばかりを選択できればいいの

ですが、そうすると今の段階ではコストが高いのです。有害物質フ

リーは1つのアピールにはなりますが、コストオーバーとのどちらを
取るかということが現実的な悩みで、まだケースバイケースで対応

しています。また、マテハンの装置は大きなものですので、いかに小

さくできるかも課題です。同じフレームでも使用する材料を少なく

するため、コンピュータシミュレーションによる強度解析なども取り
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司会 チェーンのような部品系の製品はマテハンのような装置系の

ものと、悩みが違うと思います。お客様のニーズと実際に対応でき

ることのギャップを感じることはありますか。

中久保 それは使用環境の把握というところで、日々感じています。

専門的な話になりますが、自動車メーカーがエンジンを開発する際

には、エンジンの中に燃費をよくするための装置を入れることが多

いです。それによって、我々チェーンメーカーの知らない間にチェー

ンの使用環境がどんどん変化します。エンジンの耐久試験が終わっ

た後で、チェーンが摩耗して伸びていたりする話はよくあることで
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各事業部の主要な環境配慮製品は?

司会 それぞれの部門で、お客様のニーズに応えるためのさまざま

な取り組みをされています。そのようにして生み出された各部門で
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メンバー紹介

司会市川光一
（株）椿本チエイン CSR推進センター　環境経営室　室長

大塚 瑞穂さん
（株）ツバキエマソン
作動機商品部 作動機商品課　課長

商品部で、マーケティング全般を担当していま

す。新商品の開発、企画、それに関連するカタ

ログやリーフレットの作成や、市場調査などの

仕事をしています。環境関連の業務は、環境

配慮製品の企画です。

藤原 誠さん
（株）椿本チエイン チェーン事業部
技術部コンベヤチェーン技術課　課長

チェーンの設計を担当しています。お客様

のニーズの中でも、長寿命に対するニーズ

は高いです。製品が長寿命になれば、鋼材

の使用量・廃棄量も減ってくため、環境配慮

につながります。

中久保 克也さん
（株）椿本チエイン 自動車部品事業部
技術部 CS技術課　課長

私は、技術部でお客様のニーズをよく聞き

ながら開発計画を立てて具体的設計展開を

していく他、営業と一体となって最前線で売

り込みをしています。

伊藤 治夫さん
（株）椿本チエイン マテハン事業部 技術統括

PSS技術部 制御技術1課　課長

マテハン事業部では、ものを運んだり仕分け

たりするという搬送装置をつくっています。

私の部署は制御設計を担当しており、装置を

動かすための消費エネルギーをいかに少な

くするかということが我々の課題です。
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藤原 チェーン事業部では、無給油のベアリングローラコンベヤ

チェーンがあります。従来のコンベヤチェーンでは、動くときローラー

とブッシュの間に滑りが生じますが、それが摩耗につながり、寿命を

決める要因になっていました。そのため、ローラーとブッシュの間に

円筒コロを入れたベアリングローラタイプのコンベヤチェーンを開

発しました。滑りではなく、転がりで動くことによって、摩耗を抑え、

チェーンの寿命が延び、走行抵抗が小さくなりました。つまり、取り

替え費用や消費電力を削減できるようになったということです。た

だ、ベアリングの転がりを維持するには、定期的に給油をしなければ

ならずコンベヤ全体を油で汚してしまうという問題がありました。そ

こで、お客様のニーズに対応して、すべてスチールだったコロを樹脂

のコロにしました。この樹脂のコロ自体が潤滑剤的な役割を果たす

のです。

こうして、数年前に無給油のベアリングローラを開発しました。こ

れは、長寿命、省エネ省資源、清潔な使用環境づくりという3つの環
境に配慮した製品であると言えます。今後は、耐熱で無給油という製

品を開発しようとしています。

中久保 自動車のタイミングチェーンでもブッシュの素材形状を工

夫して長寿命化へ向けた改善をしてきました。それと、ピン表面の

磨きの処理技術を新たに開発して長寿命のチェーンを開発しました。

また最近では軽量化のために、チェーンのレバー・ガイド（p.12参照）
に樹脂を採用しています。樹脂は取り外しできて、材料名を刻印、型

出していますので、リサイクル可能です。

伊藤 マテハン事業部では、環境配慮を前面に出した製品はないの

ですが、それぞれの製品で改善を図っています。私が担当している

AGV（無人搬送システム）については、待機電力を減らすことで、バッ
テリー寿命を約15%向上させることに成功しています。また、リユー
スやリサイクルのために、分解容易性という観点から部品の見直しを

して、環境配慮設計に変えていく活動をしています。

「エコ」は売れる?
世の中が納得する環境配慮設計基準づくり

司会 環境配慮製品を出している中で、お客様からの手応えはいか

がですか。

大塚 ツバキエマソンは2年前にパワーシリンダ・エコシリーズを
発売して、大変好評をいただき、以降次々と機種拡大をしています。

展示会やインターネットをご覧になったお客様からは「エコ」という

キーワードでよく問い合わせがきますし、「エコ」という名前の入っ

ている製品カタログだけを請求される方も沢山いらっしゃいます。

最近では、私どもの他の製品についても環境配慮を積極的にアピー

ルしています。減速機事業部では、エマウォームという製品がありま

すが、こちらも「エコ」ウォームということをコンセプトとして、有害

物質を使わず、効率を上げてランニングコストを下げるということ

をアピールしています。

司会 「エコ」と表示する場合には、世の中が納得する基準にしたが

っている必要があります。つばきグループとしても、「エコ」や環境配

慮の裏付けをきちんと取り、カタログへの表示の方法を含めて対応

を進める予定です。

その取り組みの第一段階として制定された環境配慮度の評価は、グ

ループとして具体的に1つの評価基準を設けて、それをベースに製品
のエコ化を進めることを目的としています。製品の環境配慮度を評

価して、製品の特徴をうまく出しながら販売に繋げていこうという意

図ですが、環境配慮評価は、各部署ではどのように進んでいますか。

藤原 チェーン事業部としては、評価を販売に繋げるというところま

で進められていないと思います。ただ、今は新製品の開発に環境対

応は必須条件なので、設計部門としてどのような環境配慮製品を生み

出そうとしているかを、環境マネジメントシステムとも連携させて設

定するようにしています。

大塚 ツバキエマソンでも、環境配慮設計基準の意図は十分理解し

て評価を進めています。ただ、海外調達品と新しく出てくる有害化

学物質規制への対応が厳しいですね。

伊藤 マテハン事業部では、リニソート、バンガードといった主要製

品の環境配慮度の評価を始めています。現在、5製品については評
価が終わり、今期中に全製品を完了させる予定です。

中久保 自動車部品事業部では、7月にエコ評価手順書を発行しま
した。中でも技術部が扱っているタイミングチェーンドライブにつ

いては全般的な評価を終え、これまでにおよそ10製品を環境配慮製
品としています。

特に、自動車の場合は欧州のELV指令＊4がありますから、規制対

象有害物質の全廃には、確実に対応できるようになっています。もう

1つは、軽量化やコンパクト化で、これらは開発の初期の段階で必ず
お客様の要求事項の中に入っているものです。だから、そういう点

は先にやってしまうというのが我々の事業部の体質になっているの

ではないかと思います。

大塚 製品そのものもそうですが、ツバキエマソンではカタログ作

成や梱包方法でも環境に配慮しています。従来は段ボールの中に緩

衝材を入れてステープラ留めという方法でしたが、我々は、緩衝材

そのものを段ボールで作り、ステープラをやめてクラフトテープに

するという形で、梱包のエコ化をしています。カタログにしても、再

生紙や大豆インクを使用するのは当たり前なのですが、大豆インク

はVOC（揮発性有機化合物）を含まないものもありますので、そう
いうところにも配慮してグリーン調達を進めています。

＊4 ELV指令
（End of Life Vehicles, Directive 2000/53/EC：廃自動車に関するEU指令）：
自動車の廃車に伴う廃棄物の削減とこれらが環境へ与える影響を軽減するこ
とを目指し、2000年5月に成立、同年10月に発効。リサイクル処理を容易に
する目的から、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの使用が一部の例外を除き
制限される。

7

従業員座談会　お客様のニーズに応えて

環境コミュニケーションの充実のために

司会 ここでちょっと話題を変えますが、従来の環境･社会報告書な

ども参考に、環境や社会的責任に関するつばきグループの取り組み

についてご意見はありますか。

大塚 他社のウェブサイトなどを見ていると、社会貢献面をもっと

アピールしてもいいのではないかと思います。地域や社会全体への

貢献として、既に取り組んでいることもありますし、やるべきことも

ありますね。

藤原 環境・社会報告書には、いろいろな環境配慮製品を掲載して

いますが、例えば、これを使ってみて、お客様がどう感じられたかと

いうご意見があったら良いのではないかと思います。設計者の意図

が、お客様にどう伝わっているのかに関心があります。

伊藤 私も、環境性能についてのお客様の評価は知りたいですね。

納めた製品の品質や動作などの評価は常に受けていますが、省エネ

など環境面での性能についての評価は案外ないのです。

司会 ありがとうございました。今後、環境配慮を前面に出さない

製品は市場に受け入れられません。今日は皆さんとのコミュニケー

ションを通じて、製品への環境配慮の内容を改善させていることが

分かり大変参考になりました。今後もつばきグループでは、より環

境に配慮したモノづくりを進め、社会に価値を生み出す企業として

ステークホルダーの皆様の期待に応えていきたいと思います。

待機電力の減少を図っている給紙AGV

環境対応をした自動車用
タイミングチェーンドライブ
システムの部品

環境に徹底的にこだわった
パワーシリンダ・エコシリーズ
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するという形で、梱包のエコ化をしています。カタログにしても、再
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自動車の廃車に伴う廃棄物の削減とこれらが環境へ与える影響を軽減するこ
とを目指し、2000年5月に成立、同年10月に発効。リサイクル処理を容易に
する目的から、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの使用が一部の例外を除き
制限される。
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従業員座談会　お客様のニーズに応えて

環境コミュニケーションの充実のために

司会 ここでちょっと話題を変えますが、従来の環境･社会報告書な

ども参考に、環境や社会的責任に関するつばきグループの取り組み

についてご意見はありますか。

大塚 他社のウェブサイトなどを見ていると、社会貢献面をもっと

アピールしてもいいのではないかと思います。地域や社会全体への

貢献として、既に取り組んでいることもありますし、やるべきことも

ありますね。

藤原 環境・社会報告書には、いろいろな環境配慮製品を掲載して

いますが、例えば、これを使ってみて、お客様がどう感じられたかと

いうご意見があったら良いのではないかと思います。設計者の意図

が、お客様にどう伝わっているのかに関心があります。

伊藤 私も、環境性能についてのお客様の評価は知りたいですね。

納めた製品の品質や動作などの評価は常に受けていますが、省エネ

など環境面での性能についての評価は案外ないのです。

司会 ありがとうございました。今後、環境配慮を前面に出さない

製品は市場に受け入れられません。今日は皆さんとのコミュニケー

ションを通じて、製品への環境配慮の内容を改善させていることが

分かり大変参考になりました。今後もつばきグループでは、より環

境に配慮したモノづくりを進め、社会に価値を生み出す企業として

ステークホルダーの皆様の期待に応えていきたいと思います。

待機電力の減少を図っている給紙AGV

環境対応をした自動車用
タイミングチェーンドライブ
システムの部品

環境に徹底的にこだわった
パワーシリンダ・エコシリーズ
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【チェーンの起源】 The origin of chain 【様々なチェーンとその用途】 The types and purposes of chain

チェーンとは動力伝達に用いられる

機械要素です。チェーンは15世紀にレ

オナルド・ダ・ヴィンチがその原型を考

案したとされていますが、当時は製造技

術がなく実用化には至りませんでした。

1832年にフランス人メデェール・ガ

ルが自転車用チェーンの特許をとり、さ

らにイギリス人ハンス・レノルドが伝動

用チェーンの特許を取得したものが現

在で用いられている伝動用チェーンの

元祖といえるものです。日本では第一次

世界大戦中に自転車の輸入ができなくなったことか

ら、自国で製造をはじめたのが最初です。

ダ・ヴィンチの発明から約500年、チェーンは様々

に改良され形を変え、現在でも必要不可欠な存在と

なっています。

〔プレート（内・外）〕
伝動中にローラチェーンにかかる張力を受持つメンバです。プレートには

単に静的な抗張力だけではなく、疲れ強さ・衝撃強さが高く、動的にも強

靱なものであることが要求されます。

〔ピン〕
プレートを介して剪断と曲げを受けると同時に、ローラチェーンが屈曲し

てスプロケット＊と噛合うため、剪断強さ・曲げ強さ・靱性の外に耐摩耗性

が必要です。

〔ブシュ〕
スプロケットと噛合う際に、繰返し衝撃荷重を受けるので、衝撃疲労強さ

が大きくなければなりません。また、ピンの相手となって軸受の作用をし

ますので耐摩耗性も要求されます。

〔ローラ〕
スプロケットに噛込むとき、歯面との衝突により繰返し衝撃荷重を受けま

す。また、噛合った後、歯とブシュに挾まれながら歯面を移動し圧縮荷重

と摩擦力を受けます。したがって、衝撃疲労強さ・耐圧縮強さ・耐摩耗性が

必要です。

＊スプロケット：チェーンと組み合わせて動力を伝える歯車のこと（p.29 椿本

スプロケットの製品写真参照）。

京田辺工場に設置のチェーンの
プレートで作成したダ・ヴィンチの肖像

ダ・ヴィンチによる
チェーンの
構想スケッチ

【チェーンの構造】 The structure of chain 【つばきRSローラチェーンの進化】 The advance of chain

〔トップチェーン〕
ものの搬送に使われるチェーンです。用途に応じ、形状や材
質を変えています。

〔タイミングチェーン〕
自動車エンジンのタイミングドライブシステムなどに使われ
ます。

内プレート 

外プレート 

ピン 
ローラ ブシュ 

1953 1964 1969 1976 1985 1995 2006

性
能 

小形化（軽量化）、高効率化、長寿命など 

チェーンの進化は全てが 

環境配慮につながっています。 

NA型 
伝動能力2倍 

70型 
摩耗寿命20%アップ 

世界No.1 
強度性能 

ロングライフ 
「初期伸びゼロ」 
に挑戦 

最適設計 
ニューモデル 

Q極へ。 
to the max Quality

JIS規格適合 

60型 
伝動能力25%アップ 

80型 
摩耗寿命30%アップ 

伝動能力25%アップ 

「G7」 
摩耗寿命2倍 

伝動能力33%アップ 

612型 

53型 

世界 
トップレベル性能 

回転すし搬送用に
使用されたトップチェーン

エンジンに搭載された
タイミングチェーン

〔プラスチックチェーン〕
スチール製に比べ水洗いが可能など衛生面で優れているほか、
材料技術により使用環境に応じた仕様で製作できます。

〔ケーブルベヤ〕
本体内に電線ケーブルやホースを収納し、移動する装置と固定
端の間のケーブルホースを確実に支持案内保護する装置です。

缶の搬送に使用された
プラスチックチェーン

射出成形機の取り出しロボッ
トに使用されたケーブルベヤ

〔ローラチェーン〕
ローラチェーンはその伝達効率の良さ、高強度、高精度、長
寿命などの特性により産業用に広く用いられています。

〔コンベヤチェーン〕
アタッチメントを付けたり特殊機能を持たせた搬送用チェー
ンで、アタッチメントは使用目的に応じて使い分けをします。

一般の機械の駆動に
使用されたローラチェーン

自動車組み立て搬送ラインに
使用されたコンベヤチェーン

チェーンの話 The Story of  Chain
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環境配慮製品

12

製品の環境配慮概念
つばきグループ製品の環境配慮概念は、製品を使用すること

によって環境負荷低減になるものと、製品自体がお客様の環境

改善につながるものからなり、これらを7項目に分けています。

この概念に沿って、つばきグループでは開発・設計時のしくみ

づくりなどを行い、加えてグループ各社で設定する環境配慮基

準をクリアすることを大きな柱にしています。

省資源・廃棄物排出量低減

省エネルギー･CO2排出量の低減

清潔な職場・使用環境づくり

周辺環境への配慮

廃棄の容易さ

リユース

有害物質への配慮

環境配慮項目

資源使用量の削減、リサイクル、長寿命化などを行い、資源の節約につなげること

エネルギー使用の低減、CO2削減につなげること

お客様の職場環境・使用環境などの改善につなげること

お客様の事業所の近隣、周辺の一般生活環境へ配慮すること

リサイクル性、分別性などの向上により環境配慮を支援すること

製品回収後に部品の一部などを再利用すること

お客様の要求に沿った削減を含めて有害化学物質の排除を行うこと

製品仕様の定義
小形軽量化、無給油、長寿命、

廃棄物低減、リサイクル、残留防止

低フリクション、高効率、小形軽量化

無給油、低発塵、こぼれ防止

公害防止、低騒音、低振動、低悪臭

同種材料、分解容易

製品再利用

有害化学物質低減、食性グリース活用

効果

つばき New RS
ローラチェーン「G7」

椿本チエインのRSローラチェーンは、1953年のJIS
規格適合以来、常に最高品質を追及して、約10年ごと
にモデルチェンジを実施しています。今回は7回目のモ
デルチェンジとなることから「G7（Generation 7：
第7世代の意味）」とネーミングしました。
材料、熱処理、加工技術を駆使して開発した「G7」

は、世界最高水準の伝動能力を持つ従来の80形RS
ローラチェーンをベースに、独自開発した「LDソリッ
ドブシュ（特許出願中）」採用により摩耗寿命を従来比

の2倍、さらに伝動能力を33%向上させました。
また、この技術が高く評価され、2006年度の第4

回モノづくり部品

大賞（日刊工業新

聞社主催）の奨励

賞を受賞しまし

た。（右写真）

他社比4倍 

従来比2倍 

1.0

50 100 150 200

0.5

０

80形 G7形 アジアA社 欧米A社 

欧米B社 
アジアB社 

■他社製品との性能比較 摩耗寿命（RS80サイズ） 

摩
耗
伸
び（
%
） 

運転時間比 

RS ローラチェーン「G7」

LDソリッドブシュ

環境配慮項目……

コーティングチェーン
「NEP仕様」

椿本チエインは、RoHS指令＊1で指定される有害物質を一切使わ

ずに、耐食性を従来の1.4倍以上に高め、長寿命化した産業用機械

チェーンを開発しました。クロムフリーの新しいコーティング手法を

独自に開発し、環境規制に対応しつつ耐食性向上を果たしました。

港で荷物を運搬するコンベアや、水、洗剤がかかりやすい洗車機内

の駆動部など、厳しい環境のもとで使用されています。

＊1 RoHS指令（Restriction on Hazardous Substances,Directive 2002/95/EC：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令）：
電気・電子機器における、生産から処分に至る全ての段階で、環境や人の健康に及ぼす危険を最小化する事を目的として、2006年7月1日以降、鉛、水銀、
カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテルは一部の例外を除き使用が制限されています。

環境配慮項目……

タイミングチェーン
ドライブシステム

椿本チエインのタイミングチェーンドライブシステ

ムは「環境にやさしいエンジン」に対応すべく日々進

化を続けています。近年の排ガス規制や燃費向上の

ニーズに対し、より高性能・高精度のシステムを世界

中の自動車メーカーへ提案し、地球規模の環境負荷

低減に貢献しています。2006年度にはELV指令＊2で

指定される有害物質への対応を完了させました。

＊2 ELV指令：P.8用語説明参照

環境配慮項目……

チェーン
● 軽量化……8mmピッチ高強度チェーン
● 低フリクション化

……リンクプレート端面の粗さ対策チェーン
● 低騒音……スーパーサイレントチェーン
● 長寿命化…摩耗伸び低減チェーン

レバー・ガイド＊4

● 軽量化・リサイクル化…プラスチック化
● 低フリクション化………摩擦低減材

テンショナ＊3

● 軽 量 化……………アルミボディ
● 低フリクション化…低オイル消費

＊3 チェーンに適切な張りを与え、チェーンの振動
と騒音を抑制する機能を持つ

＊4 チェーンの走行ラインを保つとともに、チェーンの振動や
騒音を制御する機能を持つ

カム軸

クランク軸

●タイミングチェーンドライブシステムの構造

自動車エンジンでの使用例

洗車機での使用例
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製品の環境配慮概念
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リニソート

つばきリニソートつばきリニソート システムの一例

EWシリーズ
中空軸タイプ

SWシリーズ
中実軸タイプ

環境配慮項目……

エマウォーム
もっとエコロジーに、もっと使いやすくというコンセプトのもとで、高効率、

小形軽量の減速機「エマウォーム」を開発しました。この仕様は、減速機の中に

使われるギヤ精度の向上や専用潤滑油による潤滑性能の向上などにより、心間

80～200mmのサイズにおいては、伝動効率が従来品の15%アップを果たし

ています。さらに、小形機種については、RoHS対応を完了しました。
環境配慮項目……

ConSep2000Ⅱ

産業界での環境改善が大きく取り上げられる中で、

工作機械の切粉搬送と切削液の処理装置が果たす役

割が重要になっています。

高速・複合加工化する工作機械から発生する多量

の切削液や多種多様な切粉は、機械加工精度に様々

な影響を及ぼすと共に、厄介なタンク内のメンテナ

ンスを要求します。

ConSep2000Ⅱは従来の切粉・切削液処理装置

では実現できなかった様々な形状の切粉と切削液の

分別によりリサイクルを容易にしました。

これを可能にしたのが新しい切粉搬送方式である

「インナーハンドリングシステム」です。

環境配慮項目……

物流システムの中核となる「仕分け」に使用される「つばきリニソート」は、リ

ニアモーター駆動を採用したチルトトレー方式＊のコンベヤで高速かつ静音性・

信頼性に優れ、クリーンな環境を提供する自動仕分け機です。

環境配慮のためにリニアモーターを使用し、高効率化させることでモーター

台数を半減し、ドライブユニットを50％軽量化しています。（当社従来比）
＊チルトトレー方式：走行するトレーを傾倒させ、搬送物を滑降させる仕分けコンベヤ。

インナーハンドリングシステム（特許取得済）
機構の概要

■長い切粉はヒンジベルトによって搬送し、ベルト内に進入した

細かい切粉は内蔵板によってスムーズに搬送されます。

■内蔵板によって排出方向へ搬送された切粉は、駆動部に設置

されたスクリューコンベヤで機外に排出されます。

用途（対象工作機械）

●マシニングセンタ

●複合旋盤 ●NC旋盤
●各種専用機 ●その他

独自のシール構造採用
■入・出力軸部に特殊シール構造を採用することにより、内部の

摩耗粉を遮断し、オイルシールの長寿命化を実現します。

製品のエコ評価

一般的に製品の環境配慮レベルは、「LCA評価」を行いそれを環境

ラベル等で開示する方法があります。つばきグループの製品にもこ

のプロセスを踏んだものがありますが、多くは、部品系もしくは相手

企業からの受注取引であるため、LCA評価は利用しにくい状況にあ

ります。

このため、つばきグループでは製品の環境配慮レベルを独自の方

法で評価することにしています。評価は、製品の環境配慮概念の分類

（P.11参照）に基づいて、「評価マニュアル」による環境配慮項目の特

定と配慮レベルの数値化を行い、所定の基準をクリアーしたときに

「エコ製品」と呼ぶこととし、2006年度よりこの考えで運用を開始し

たところです。実用レベルに至るまでには課題もありますが、つばき

グループが責任を持ってお客様に信頼されるエコ製品を提示するこ

とを目指しています。

トレー

仕分け間口

製品のエコ評価マニュアル100

90

80

70

60

伝
導
効
率（
％
） 

10 20 30 40 50 60
減速比（心間200mmでの比較） 

当社エマウォーム 
EW・SWシリーズ 

汎用円筒形 
ウォーム 

切粉

工作機械より

切削液
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推進体制

つばきグループの環境マネジメントは、椿本チエイン社長をトップ

にした体制の下、「つばきグループ環境委員会」を中心に推進してい

ます。環境委員会は、椿本チエインのCSR推進センター長を委員長

に、工場長、事業部長およびグループ各社の代表者で構成し、つば

きグループの環境課題に対応しています。

つばきグループは、事業のグローバル化により、海外の主

要地域に多くの拠点を持っています。

環境保全については、それぞれの国の規制下で活動を進め

ていますが、海外展開を含んだ環境マネジメントの重要性が

高まる中で、つばきグループでは、各種の現状を整理し、一

元的な方針の基に活動を行うことにしました。

海外では、連結対象11社のうち、現在は自動車部品関連の

事業所を中心に5社がISO14001の認証を取得しています。

つばきグループはグローバルに環境保全を進めるため、海外

各事業所の環境保全体制を整備し、実績の確保と共通目標の

設定を行うなど、順次活動の浸透を図っていきます。

海外拠点における環境マネジメントについて

TopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopics
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環境目標・実績

環境経営室長のコメント

2006年度、つばきグループはCO2排出量削減、廃棄物の再資源化活動を進めた結果、グループ全体の実績は

CO2排出総量が前年度比1.8％削減（原単位では5％削減）となり、廃棄物は、総量で6.4％増加したものの再資源

化率を9.8ポイント向上させることができました。

これは、グループ各事業所がそれぞれ目標を設定して展開した結果で、中でも環境負荷の高い京田辺工場と埼玉

工場の数値が着実に改善されたことによります。

埼玉工場の地下水汚染については、2006年5月に情報の開示を行いましたが、その後10月に遮水壁の設置を柱

とする恒久対策を終えて、現在は対策後の監視測定をしています。

環境会計は、2006年度の集計から適用範囲を椿本チエインの2工場からグループに広げました。

これらを継続的なものとするために、つばきグループでは今後も環境課題を明確にしながら、各施策を成果に結

び付けたいと考えています。

環境経営室　室長
市川 光一

環境マネジメント
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環境マネジメントシステム構築状況

つばきグループでは京田辺工場、埼玉工場をはじめとする国内13
事業所および海外5事業所がISO14001の認証を取得し、その運用

を行っています。また支社、営業所も登録範囲に加えています。

環境内部監査

各事業所では、社内認定された環境内部監査員による内部監査を

定期的に実施し、環境マネジメントシステムの効果的な運用状況や、

法令・規定などの順守状況についての確認を行っています。またその

結果、是正や改善が必要な場合は計画的に是正し、確認の上、環境マ

ネジメントレビューに反映させてシステムの維持・改善につなげてい

ます。これを効果的に行うため、環境内部監査員の養成・ブラッシュ

アップなどを進めています。

社　長

つばきグループ環境委員会

事務局（環境経営室）

グループ会社
椿本チエイン

本社部門・各工場（各事業部）

ワーキンググループ

環境マネジメント体制（組織図）

認証登録年月 国内認証取得事業所

認証登録年月 海外認証取得事業所

●ISO14001認証取得事業所

2001年09月 株式会社椿本チエイン　埼玉工場

2001年09月 株式会社椿本鋳工

2001年11月 椿本メイフラン株式会社

2002年09月 株式会社椿本マシナリー（支社・営業所16サイト一括）

2003年01月 株式会社椿本カスタムチエン（2006年6月京田辺工場へ統合）

2003年09月 株式会社椿本チエイン　京田辺工場

2003年09月 株式会社ツバキサポートセンター

2003年12月 株式会社椿本スプロケット

2004年01月 椿本西日本株式会社

2004年08月 株式会社北海道椿本チエイン

2004年10月 新興製機株式会社

2004年11月 株式会社椿本バルクシステム

2004年12月 株式会社ツバキエマソン

2002年08月 U.S. Tsubaki, Inc.

2004年02月 Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co,. Ltd.

2004年04月 Tsubakimoto U.K. Ltd.

2005年10月 Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd.

2007年01月 台湾椿本股　有限公司

つばきグループは、地球環境の保全が人類共通の最重要課題のひとつであることを認識し、
「あらゆる事業活動において環境に配慮し、物づくりを通じて社会に貢献する」ことを目指します。

●1 事業活動、製品、サービスがかかわる環境への影響を認識し、地球環境保全の視点からリーディング
カンパニーとして創造性をもって環境負荷低減に取り組みます。

●2 環境保全のための組織を整備し、環境マネジメントシステムを運用し、継続的改善および汚染の予防を行います。
●3 環境関連法令、ルールを順守しステークホルダーとの円滑な関係を目指します。
●4 環境教育、社内広報活動などを通じて、つばきグループのために働く全ての人の地球環境保全に
対する意識向上を図ります。 （2007年4月1日改定）

環境理念

環境
基本方針

項目 2006年度環境目標 2006年度実績 評価

●2006年度環境目標・実績

重油の都市ガスへの変換などにより原単位、総量ともに削減

生産拡大で排出量は6.4%増加、再資源化率は9.8ポイント向上

大気排出量は約12%削減、移動量は約18%増加

製品のエコ評価マニュアルを制定し、展開を開始

グリーン調達ガイドラインを制定

グループ製造6社への環境会計導入をほぼ完了

年間エネルギー使用量を原単位で削減する

再資源化率を5ポイント向上する

PRTRで把握した化学物質の使用量を削減する

エコ製品を識別するシステムを確立する

グループとしてのガイドラインを制定する

グループ製造会社を対象範囲にした
環境会計を導入する

省エネルギー運動の推進

産業廃棄物等排出量の削減

有害化学物質の使用低減

エコ評価制度の導入

グリーン調達の推進

つばきグループへの
環境会計導入

：目標を達成　　 ：目標を未達成

－：集計データなし
集計範囲：椿本チエイン京田辺工場、埼玉工場、椿本チエイン主要関係会社6社（ツバキエマソン、椿本カスタムチエン、椿本スプロケット、椿本バルクシステム、

椿本メイフラン、椿本鋳工）

2004年度 2005年度2003年度 2006年度 本報告書の掲載ページ

●主要な環境パフォーマンス指標等の推移
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推進体制

つばきグループの環境マネジメントは、椿本チエイン社長をトップ

にした体制の下、「つばきグループ環境委員会」を中心に推進してい

ます。環境委員会は、椿本チエインのCSR推進センター長を委員長

に、工場長、事業部長およびグループ各社の代表者で構成し、つば

きグループの環境課題に対応しています。

つばきグループは、事業のグローバル化により、海外の主

要地域に多くの拠点を持っています。

環境保全については、それぞれの国の規制下で活動を進め

ていますが、海外展開を含んだ環境マネジメントの重要性が

高まる中で、つばきグループでは、各種の現状を整理し、一

元的な方針の基に活動を行うことにしました。

海外では、連結対象11社のうち、現在は自動車部品関連の

事業所を中心に5社がISO14001の認証を取得しています。

つばきグループはグローバルに環境保全を進めるため、海外

各事業所の環境保全体制を整備し、実績の確保と共通目標の

設定を行うなど、順次活動の浸透を図っていきます。

海外拠点における環境マネジメントについて

TopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopics
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環境目標・実績

環境経営室長のコメント

2006年度、つばきグループはCO2排出量削減、廃棄物の再資源化活動を進めた結果、グループ全体の実績は

CO2排出総量が前年度比1.8％削減（原単位では5％削減）となり、廃棄物は、総量で6.4％増加したものの再資源

化率を9.8ポイント向上させることができました。

これは、グループ各事業所がそれぞれ目標を設定して展開した結果で、中でも環境負荷の高い京田辺工場と埼玉

工場の数値が着実に改善されたことによります。

埼玉工場の地下水汚染については、2006年5月に情報の開示を行いましたが、その後10月に遮水壁の設置を柱

とする恒久対策を終えて、現在は対策後の監視測定をしています。

環境会計は、2006年度の集計から適用範囲を椿本チエインの2工場からグループに広げました。

これらを継続的なものとするために、つばきグループでは今後も環境課題を明確にしながら、各施策を成果に結

び付けたいと考えています。

環境経営室　室長
市川 光一

環境マネジメント
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環境マネジメントシステム構築状況

つばきグループでは京田辺工場、埼玉工場をはじめとする国内13
事業所および海外5事業所がISO14001の認証を取得し、その運用

を行っています。また支社、営業所も登録範囲に加えています。

環境内部監査

各事業所では、社内認定された環境内部監査員による内部監査を

定期的に実施し、環境マネジメントシステムの効果的な運用状況や、

法令・規定などの順守状況についての確認を行っています。またその

結果、是正や改善が必要な場合は計画的に是正し、確認の上、環境マ

ネジメントレビューに反映させてシステムの維持・改善につなげてい

ます。これを効果的に行うため、環境内部監査員の養成・ブラッシュ

アップなどを進めています。

社　長

つばきグループ環境委員会

事務局（環境経営室）

グループ会社
椿本チエイン

本社部門・各工場（各事業部）

ワーキンググループ

環境マネジメント体制（組織図）

認証登録年月 国内認証取得事業所

認証登録年月 海外認証取得事業所

●ISO14001認証取得事業所

2001年09月 株式会社椿本チエイン　埼玉工場

2001年09月 株式会社椿本鋳工

2001年11月 椿本メイフラン株式会社

2002年09月 株式会社椿本マシナリー（支社・営業所16サイト一括）

2003年01月 株式会社椿本カスタムチエン（2006年6月京田辺工場へ統合）

2003年09月 株式会社椿本チエイン　京田辺工場

2003年09月 株式会社ツバキサポートセンター

2003年12月 株式会社椿本スプロケット

2004年01月 椿本西日本株式会社

2004年08月 株式会社北海道椿本チエイン

2004年10月 新興製機株式会社

2004年11月 株式会社椿本バルクシステム

2004年12月 株式会社ツバキエマソン

2002年08月 U.S. Tsubaki, Inc.

2004年02月 Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co,. Ltd.

2004年04月 Tsubakimoto U.K. Ltd.

2005年10月 Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd.

2007年01月 台湾椿本股　有限公司

つばきグループは、地球環境の保全が人類共通の最重要課題のひとつであることを認識し、
「あらゆる事業活動において環境に配慮し、物づくりを通じて社会に貢献する」ことを目指します。

●1 事業活動、製品、サービスがかかわる環境への影響を認識し、地球環境保全の視点からリーディング
カンパニーとして創造性をもって環境負荷低減に取り組みます。

●2 環境保全のための組織を整備し、環境マネジメントシステムを運用し、継続的改善および汚染の予防を行います。
●3 環境関連法令、ルールを順守しステークホルダーとの円滑な関係を目指します。
●4 環境教育、社内広報活動などを通じて、つばきグループのために働く全ての人の地球環境保全に
対する意識向上を図ります。 （2007年4月1日改定）

環境理念

環境
基本方針

項目 2006年度環境目標 2006年度実績 評価

●2006年度環境目標・実績

重油の都市ガスへの変換などにより原単位、総量ともに削減

生産拡大で排出量は6.4%増加、再資源化率は9.8ポイント向上

大気排出量は約12%削減、移動量は約18%増加

製品のエコ評価マニュアルを制定し、展開を開始

グリーン調達ガイドラインを制定

グループ製造6社への環境会計導入をほぼ完了

年間エネルギー使用量を原単位で削減する

再資源化率を5ポイント向上する

PRTRで把握した化学物質の使用量を削減する

エコ製品を識別するシステムを確立する

グループとしてのガイドラインを制定する

グループ製造会社を対象範囲にした
環境会計を導入する

省エネルギー運動の推進

産業廃棄物等排出量の削減

有害化学物質の使用低減

エコ評価制度の導入

グリーン調達の推進

つばきグループへの
環境会計導入

：目標を達成　　 ：目標を未達成

－：集計データなし
集計範囲：椿本チエイン京田辺工場、埼玉工場、椿本チエイン主要関係会社6社（ツバキエマソン、椿本カスタムチエン、椿本スプロケット、椿本バルクシステム、

椿本メイフラン、椿本鋳工）
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69,413 

1,395,424 

497 

58,261

655

5,561

5,551

89.3

22,743 

165

1,557  

67,880 

1,385,890 

433 

59,317 

592 

5,248 

4,643 

79.5 

19,114 

164

1,477 

62,637 

1,438,474 

443 

60,727 

423 

4,808 

3,499 

66.9 

―

155 

1,295 

―

1,384,528 

472 

56,947 

442 

4,347 

3,310 

69.1 

―

―

1,191 

17

19

17

17,19

17,20

17,20

17

20

17

17,22

1

原材料（t）

エネルギー使用量（GJ）

水使用量（千m3）

CO2排出量（t-CO2）

一般廃棄物（t）

産業廃棄物（t）

リサイクル（t）

再資源化率（%）

有価物（t）

PRTR法による有害化学
物質排出量・移動量（t）

連結売上高（億円）



環境教育の実施状況

つばきグループでは、従業員の環境意識向上を図るため、社内外

における教育訓練を積極的に実施しています。環境関連の資格取得

奨励のほか、入社時の環境基礎教育、環境内部監査員教育、および

環境特定業務（環境実務管理者、特定作業主任者および重大な環境

影響をおよぼす業務）に従事

する従業員への教育や資格認

定を行うことにより、業務を

通じた環境保全や汚染防止に

必要とされる技術や知識を確

保しています。

17

エネルギーや物質の流れ

パフォーマンスデータ集計範囲：

（株）椿本チエイン（京田辺工場・埼玉工場）、（株）ツバキエマソン、（株）椿本カスタムチエン、（株）椿本スプロケット、（株）椿本バルクシステム、

椿本メイフラン（株）、（株）椿本鋳工

集計対象期間：2006年4月1日～2007年3月31日

環境教育・緊急時対応

18

緊急時対応の状況

事故・災害などの緊急事態へ速やかに対応するために、各

事業所では体制・手順の確認を行うとともに、必要な備品を

準備し、保管場所を定めています。また、ISO14001の要求

事項に沿って予防処置、緩和処置を含め、避難訓練や消火訓

練など手順のテストが可能なものは定期的に実施しています。

一方、救命講習などの人的な対応も積極的に行っています。

近隣企業と共同による環境管理勉強会

（株）ツバキエマソン京都工場の所在する長岡京市では、近隣企業

と共同で「環境管理を推進するための勉強会」を開催しています。こ

の勉強会は、事業者の環境管理への積極的・自主的な取り組みを推

進し、情報交換や環境管理に関する知識の向上を図る目的で発足し

たもので、近隣11社と地域保健所が参加しています。2007年度は、

（株）ツバキエマソンが事務局

を担当し、年間3回の開催を

予定しています。第1回目の

勉強会を7月18日に開催し

ました。

救命講習会風景（埼玉工場）

環境管理を推進するための勉強会

マングローブの植樹に参加

タイでは、一般家庭でゴミの分別習慣は無く、従業員の環境配慮

への意識付けは大きな課題です。そのような中、Tsubakimoto

Automotive（Thailand）Co., Ltd.（TAT）の従業員の主導により、

環境保全・社会貢献活動とし

てマングローブ植樹活動が

スタートしました。TATでは

これらの活動を通して今後

は従業員向けの環境教育を

充実させながら、環境への

意識付けを図って行きます。 マングローブ植樹活動

環境基礎教育風景（ツバキ山久チエイン）

脱油装置からの油漏洩を想定した
緩和処置訓練風景（埼玉工場）

INPUT OUTPUT

製
造
プ
ロ
セ
ス 

有価物 

用水 

電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・114,935千/kwh 

重油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,405kL 

都市ガス・・・・・・・・・・・・・・・2,795千m
3 

コジェネレーション・・・・・・・・・1,556千m
3 

ブタンガス・・・・・・・・・・・・・・・544t 

プロパンガス・・・・・・・・・・・・・・・45千m
3 

ガソリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26kL 

灯油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49kL 

軽油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11kL

22,743t

PRTR法による有害化学物質 

排出量・移動量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165t

大気への排出 

CO2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58,261t-CO2

水域への排出 

製品総生産高 

リサイクル　　　　5,551t

その他 ・・・・ 　　　　・・ 665t

産業廃棄物 

一般廃棄物 

エネルギー 

497千m
3 497千m

3（　　　） 

原材料 69,413t

（コジェネを除く） 

87,642百万円 

   5,561t 

655t

CO2

環境関連の法規制等の順守

環境関連の法規制等は、それぞれの事業所で関連する法令を特定

し、定期的に制定・改定などの確認を行っています。これらの手順

は環境マネジメントシステムの中でルールを決めています。

苦情への対応

つばきグループ環境委員会では、定期的に各事業所の環境課題や

苦情などの状況を把握しています。個々の対応はそれぞれの事業所

単位で行っていますが、それらの動きは環境委員会へ具体的に報告

されます。

新入社員

新管理職

一般

OJT（環境）

環境内部監査員

特定業務従事者

対象 内容

環境基礎教育

環境経営基礎教育

ISO14001 勉強会

環境一般教育

有害化学物質勉強会

環境内部監査員教育（含む外部）

指定業務教育

公害防止管理者教育

有害化学物質規制に関する教育

●2006年度　環境教育実施状況
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定を行うことにより、業務を

通じた環境保全や汚染防止に
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エネルギーや物質の流れ

パフォーマンスデータ集計範囲：

（株）椿本チエイン（京田辺工場・埼玉工場）、（株）ツバキエマソン、（株）椿本カスタムチエン、（株）椿本スプロケット、（株）椿本バルクシステム、

椿本メイフラン（株）、（株）椿本鋳工

集計対象期間：2006年4月1日～2007年3月31日

環境教育・緊急時対応
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緊急時対応の状況
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●2006年度　環境教育実施状況



廃棄物削減へ向けた身近な取り組み：生ゴミ堆肥化「エコファーム」

TopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopics

廃棄物管理

つばきグループでは、廃棄物の再資源化を積極的に進めています。生

産の増加に伴い、廃棄物排出量は、産業廃棄物と一般廃棄物が合わせ

て6,216t＊1となり、2005年度比6.4%増加となりました。しかし、

2006年度の再資源化率＊2は大幅に改善され89.3%となり、2005年

度に比べ、9.8ポイント向上しました。

＊1 （株）椿本スプロケットの新工場建設による建設廃棄物（680t）は含みません。

＊2 再資源化率：廃棄物総排出量のうち、リサイクル量（再利用、再生利用および熱
回収の合計量）の占める比率。
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●生ゴミ堆肥化

京田辺工場では、社員食堂から出る厨房残飯（約40kg/日）を、

自社製の生ゴミ処理機を使って堆肥化し、野菜作りの肥料として

敷地内のエコファームで使用しています。社内に開放されたエコ

ファームでは、土い

じりに興味のある従

業員が休み時間等を

利用して、慣れない

手つきで野菜づくり

に励んでいます。資

源循環と環境意識の

高揚、福利厚生の両

面で貢献しています。 自社製の生ゴミ処理機
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地球温暖化対策

CO2排出量の削減

2006年度、つばきグループでは、4%の生産増加があったものの、

CO2排出量は、絶対量で前年度比1.8%の削減となりました。これは

コジェネレーションの効率的稼働、Ａ重油の都市ガスへの変更や、高効

率熱処理設備導入による電力削減などの効果が実ったものです。同様

に原単位ベースでも前年度比約5%の削減となりました。今後も引き

続き省エネ対策を実施し、CO2排出量の削減に積極的に取り組んでい

きます。

●重油から都市ガスへの変換

CO2排出削減へむけた取り組み

として、2006年度は埼玉工場の暖

房機の燃料をA重油から都市ガス

へ切り替えました。これにより暖房

機からのCO2排出量を年間で約

800t削減し、燃焼時のNOx・SOx
の発生も大幅に削減することがで

きました。また、重油タンクを廃止

することによる災害リスクの低減

など、工場の安全面で効果もある

ため、都市ガスへの変換をさらに

拡大する予定です。

主な取り組み

●防暑ネットの設置

椿本メイフラン（株）では

2007年5月に事務所屋上に防

暑ネットを取り付けました。

従来夏場は屋上からの熱に

より事務所内の冷房が欠かせ

ない状態でしたが、これを取り

付けることにより、夏場でも午

前中はほとんど冷房不要とな

りました。2007年度は、冷房

用電気使用量を約25%削減す

る計画です。

物流における取り組み

2006年4月から施行された「改正省エネ法の輸送に係る措置」に

対応するため、椿本チエインでは荷主事業者として輸送トンキロ調

査を実施しました。

その結果、2006年度の輸送トンキロは約1,300万トンキロ/年で

あり、法による特定荷主（3000万トンキロ/年以上）には該当しませ

んでしたが、つばきグループは今後も自主的な環境保全活動を行い、

輸送に係るエネルギー削減に努めていきます。

エネルギー使用量内訳 
（2006年度） 

81.0%

13.0%

総使用量 
1,395,424GJ

3.9%

2.1%
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2006年度 輸送トンキロ調査 
一般チェーン製品 

マテハン製品 

輸出入（製品、設備など） 

廃棄物 

自動車部品 

港 

廃　棄 

代　理　店 調達先 

調査対象とする物流範囲 

輸送トンキロ総合計　約1,300万トンキロ／年 

工場 

物流センター 

ユーザー 

ユーザー 

ユーザー 

ユーザー 

海外子会社、他 

都市ガス暖房機

工場内暖房配管、噴出し口

廃棄物削減・省資源
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オフィスにおける環境配慮

●マイカップ

椿本メイフラン（株）では、

紙コップを使わずに自分のカッ

プが使える自動販売機を設置

しています。このマイカップ活

動は、省資源への取り組みとし

て導入され、滋賀県では2番

目となります。「マイカップで、

紙コップ資源となる木や森の伐

採問題に少しは貢献できると思うと、いつもよりおいしく感じる」と社

内でも好評です。さらにこのマイカップを使うと飲み物の価格が10円

引きとなることも定着の一助となりました。

●クールビズ・ウォームビズを採用

地球温暖化に対応し、政府

が率先して「クールビズ・ウォー

ムビズ」を進めていることか

ら、つばきグループもオフィ

スにおける適正冷暖房を取り

入れています。夏季に来社さ

れるお客様には「軽装でお越

し下さい」とお伝えし、お客様

への訪問時には「ノーネクタ

イ、ノー上着」を宣言するなど、活動の輪を積極的に広げています。

マイカップ対応自販機 事務所内のクールビズポスター掲示

野菜づくりを楽しむ従業員

京田辺工場のエコファーム

エコファームの実り
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グリーン調達

つばきグループでは、2006年12月に「グリーン調達ガ

イドライン」を発行しました。続いて2007年6月には従来

の管理基準を見直し、「調達品に含有する有害化学物質の

含有制限管理基準（お取引先様向け）」を発行しました。

これは、有害化学物質群を「レベルA＊3」と「レベルB＊4」

として明確にするとともに、調査方法の詳細やつばきグ

ループへの届け出と対応方法などを決めたものです。

また前述の有害化学物質群の特定は準公的な機関の

基準に準じており、分かりやすく、またウェブ上からも情

報が得られるようになっています。

つばきグループでは引き続き、これらのガイドラインや

含有制限管理基準にもとづき、つばき製品に含有する有

害化学物質の削減・是正に積極的に取り組んで行きます。

＊3 レベルA：法規制による使用禁止や使用制限がある15物質群

＊4レベルB：使用実態を把握し、リサイクルや適正処理を考慮すべ
き管理物質9物質群
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化学物質管理・汚染防止

有害化学物質削減へ向けた取り組み

つばきグループでは製品に含有する有害化学物質の削

減方針の下、有害化学物質の特定や許容範囲の設定を行

い、取引先を巻き込んでの実態調査およびその後の削減

を積極的に進めてきました。

その結果、2006年度には一般伝動用チェーンがRoHS
指令＊1の規制物質への対応を完了しました。また、自動

車用タイミングチェーンドライブシステムは、ELV指

令＊2の規制物質対応を完了しています。精機商品につい

ては、パワーロック（締結金具）、カップリング（軸継手）

などがRoHS指令対応を完了しています。

詳細はホームページ「環境への取り組み」をご覧くだ

さい。

＊1 RoHS指令：P.12用語説明参照

＊2 ELV指令：P.8用語説明参照

PRTR法対象化学物質の削減
2006年度つばきグループのPRTR法の届出は6社7工場となり、

届出対象は7物質でした。該当事業所では、これらの物質について継

続して使用・排出量の削減に努めています。

なお、大気への排出量は、2005年度の95,671kgに比べ、約12％

削減しました。
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椿本チエイン埼玉工場では、2006年5月に地下水汚染に関し、その状況および浄

化計画を開示し、対策を進めてきました。

地下水汚染は工場内で過去に使用していたテトラクロロエチレンが地中に浸透した

ためであると判断し、具体的な対策として汚染された地下水が工場敷地外に流出しな

いよう遮水壁を設置しました。さらに、汚染された地下水を揚水の上浄化する工事を

進めた結果、予定通り2006年10月にその工事が完了しました。

遮水壁は地下水の流れに合わせて、地中15ｍの深さ、幅150ｍに渡って敷設されて

います。工事完了後は、近隣の皆様に不安を与えることのないよう、地下水の状況を長

期にわたって監視・測定することにしています。

埼玉工場の地下水汚染対策工事完了

欧州RoHS指令対応完了製品
（一般伝動用チェーン）

欧州ELV指令対応完了製品
（タイミングチェーンドライブシステム）

欧州RoHS指令対応完了製品
（パワーロック）

欧州RoHS指令対応完了製品
（カップリング）

調達品に含有する有害化学物質の含有制限管理基準（お取引先様向け）

事業所
排出量

物質番号 物質名
大気

移動量

公共用水域 土壌 事業所内埋立 下水道 事業所外への移動

●2006年度PRTR法対象化学物質データ 単位：kg/年
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キシレン

クロム及び3価クロム化合物

トルエン

ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル
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トルエン
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80,263

椿本チエイン埼玉工場

ツバキ
本社工場

エマソン
兵庫工場

椿本スプロケット

椿本バルクシステム

椿本メイフラン

椿本鋳工

合計

地下水汚染対策工事（埼玉工場）

※京田辺工場、椿本カスタムチエンはPRTR法の届出対象外です



グリーン調達

つばきグループでは、2006年12月に「グリーン調達ガ

イドライン」を発行しました。続いて2007年6月には従来

の管理基準を見直し、「調達品に含有する有害化学物質の

含有制限管理基準（お取引先様向け）」を発行しました。

これは、有害化学物質群を「レベルA＊3」と「レベルB＊4」

として明確にするとともに、調査方法の詳細やつばきグ

ループへの届け出と対応方法などを決めたものです。

また前述の有害化学物質群の特定は準公的な機関の

基準に準じており、分かりやすく、またウェブ上からも情

報が得られるようになっています。

つばきグループでは引き続き、これらのガイドラインや

含有制限管理基準にもとづき、つばき製品に含有する有

害化学物質の削減・是正に積極的に取り組んで行きます。

＊3 レベルA：法規制による使用禁止や使用制限がある15物質群

＊4レベルB：使用実態を把握し、リサイクルや適正処理を考慮すべ
き管理物質9物質群
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有害化学物質削減へ向けた取り組み

つばきグループでは製品に含有する有害化学物質の削

減方針の下、有害化学物質の特定や許容範囲の設定を行

い、取引先を巻き込んでの実態調査およびその後の削減

を積極的に進めてきました。

その結果、2006年度には一般伝動用チェーンがRoHS
指令＊1の規制物質への対応を完了しました。また、自動

車用タイミングチェーンドライブシステムは、ELV指

令＊2の規制物質対応を完了しています。精機商品につい

ては、パワーロック（締結金具）、カップリング（軸継手）

などがRoHS指令対応を完了しています。

詳細はホームページ「環境への取り組み」をご覧くだ

さい。

＊1 RoHS指令：P.12用語説明参照

＊2 ELV指令：P.8用語説明参照

PRTR法対象化学物質の削減
2006年度つばきグループのPRTR法の届出は6社7工場となり、

届出対象は7物質でした。該当事業所では、これらの物質について継

続して使用・排出量の削減に努めています。

なお、大気への排出量は、2005年度の95,671kgに比べ、約12％

削減しました。
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椿本チエイン埼玉工場では、2006年5月に地下水汚染に関し、その状況および浄

化計画を開示し、対策を進めてきました。

地下水汚染は工場内で過去に使用していたテトラクロロエチレンが地中に浸透した

ためであると判断し、具体的な対策として汚染された地下水が工場敷地外に流出しな

いよう遮水壁を設置しました。さらに、汚染された地下水を揚水の上浄化する工事を

進めた結果、予定通り2006年10月にその工事が完了しました。

遮水壁は地下水の流れに合わせて、地中15ｍの深さ、幅150ｍに渡って敷設されて

います。工事完了後は、近隣の皆様に不安を与えることのないよう、地下水の状況を長

期にわたって監視・測定することにしています。

埼玉工場の地下水汚染対策工事完了

欧州RoHS指令対応完了製品
（一般伝動用チェーン）

欧州ELV指令対応完了製品
（タイミングチェーンドライブシステム）

欧州RoHS指令対応完了製品
（パワーロック）

欧州RoHS指令対応完了製品
（カップリング）

調達品に含有する有害化学物質の含有制限管理基準（お取引先様向け）

事業所
排出量

物質番号 物質名
大気

移動量

公共用水域 土壌 事業所内埋立 下水道 事業所外への移動

●2006年度PRTR法対象化学物質データ 単位：kg/年
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ツバキ
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兵庫工場
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椿本バルクシステム
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地下水汚染対策工事（埼玉工場）

※京田辺工場、椿本カスタムチエンはPRTR法の届出対象外です
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従業員とつばき

労働安全衛生

椿本チエインでは、長年にわたり労働災害の撲滅に努めており、設

備の改善や作業手順の見直し等を進め、災害の発生防止、再発防止

を徹底しています。また、新しい活動としてリスクアセスメントに基づ

く活動を積極的に推進し、リスク段階での対策による災害の未然防

止にも努めています。2004年度に休業災害が多発したのを受け、

2005年度からはつばきグループが一体となった安全衛生活動にも

取り組んでおり、より安全で快適な職場環境の実現を目指しています。

次世代育成支援対策

椿本チエインでは、従業員が仕事と子育てを両立できる、働きや

すい環境をつくるために、以下の2つの目標を掲げています。

①従業員がより子育てをしやすくするため、育児に関する制度の拡大

等を行うこと

②「職場優先の意識」や「固定的な性別役割分担意識」など、働きや

快適な職場環境づくり

●喫煙ルール導入

従業員の健康への配慮や健康増進法施

行に伴う禁煙・分煙化の高まりを背景と

して、つばきグループにおいても2006年

10月より喫煙ルールを導入しました。し

かし、愛煙家にとっては「やめたいけどや

められない」のが現実です。そのため、い

かにしてやめるかについて、つばきグループ内で禁煙に成功した人

にアンケート形式の調査を行いました。禁煙したい人への応援の意

味をこめて、その禁煙ノウハウを社内誌「つばき文化」に掲載する等、

ルール運用後のケアにも努めています。

●何でも相談室

京田辺工場、埼玉工場に常設され

ている「何でも相談室」では、専任の

産業カウンセラー・キャリアコンサル

タントが、主に従業員のメンタルな

問題やキャリアの問題をはじめとす

るさまざまな相談に応じています。

キャリアコンサルタントは、早い段階で悩みや問題を解決し、一人ひ

とりが能力を十分に発揮できるようメンタル、キャリアの両面からサ

ポートするとともに、ライフプラン作りなどのアドバイスも行っていま

す。さらにメンタルヘルス知識を根付かせるための研修を階層別に実

施するとともに、各グループ会社にも展開しています。

0

0.5
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労働災害の度数率・強度率 
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環境会計

メンタルヘルス講習会（埼玉工場）

2006年度は、環境会計の集計範囲を株式会社椿本チエイン2工場に加え、主要関連会社6社に拡大し、他の環境パフォーマンスデータの

集計範囲と合わせました。グループ環境会計における環境保全の費用額は約7億円となり、事業エリア内コストおよび管理活動コストが全体

の約8割を占めています。中でも、埼玉工場における廃棄物処理・リサイクル関連の費用が増えたことなどにより、資源循環コストが増加し

ました。また、埼玉工場における地下水浄化対策工事完了に伴い、1.4億円の費用が計上されています。

環境保全効果としては、エネルギー変換などの取り組みにより、CO2排出量を前年度比1,056 t-CO2削減しました。

集計範囲：株式会社椿本チエイン京田辺工場、埼玉工場、椿本チエイン主要関係会社6社（ツバキエマソン、椿本カスタムチエン、椿本スプロケット、椿本バルクシステム、
椿本メイフラン、椿本鋳工）

対象期間：2006年4月1日～2007年3月31日
参考にしたガイドライン：環境省　環境会計ガイドライン（2005年版）

すさを阻害する要因を解消するため、社内で情報提供や研修によ

る意識啓発を行うこと

以上の目標に基づき、管理職を対象にした研修や、社内広報誌に

よる周知・啓発に取り組んでいます。

休暇制度

椿本チエインでは、従業員の健康維持やワークライフバランスを促

進するため、有給休暇の計画取得の促進、半日有給休暇制度の導入

などを行い、休暇の取得率向上に努めています。さらに、育児休職、

介護休職のほか、介護や病気療養、定年退職準備などに活用できる

失効休暇の積み立て制度の実施や、従業員の社会貢献活動を支援す

るために、特別休暇を取得できるボランティア休暇制度などを設けて

います。

2006年度の一般従業員の有給休暇取得率は60.3%でした。今後

も引き続き、リフレッシュ休暇取得の義務付けなど、休暇取得促進の

ためさらなる具体策を進めます。

労使関係

椿本チエインの労働組合は、オープンショップ制を採用しており、

上部団体としてJAM＊3に加入しています。2007年6月現在、組合

員数1,510名です。

労使の間では「健康で安全な働きやすい職場づくり」「労働条件の

改善」を目指して、「長時間労働の改善」「雇用延長制度の刷新」など、

新しい制度づくりを協業で行っています。そのために、労使対話の場

として労働協議会を毎月開催しており、そこはさまざまな課題を労使

一体となって解決していくための重要な場となっています。

＊3 JAM：機械・金属産業を中心とする産業別労働組合

合計

分類

環境保全コスト（事業活動に応じた分類）

大気汚染防止設備、排水処理設備の導入・運転管理

電力管理システムの導入・管理

廃棄物処理・リサイクル費用、産業廃棄物置き場の改善

環境影響物質などの委託分析費

EMS構築・運用、事業所内緑化維持、大気・水質測定機器の設置

環境配慮製品の研究開発（製品使用時における環境負荷低減）

工場周辺の美化

地下水浄化対策

主な取り組みの内容

365,286

96,381

37,803

231,102

4,090

201,443

12

1,323

144,221

716,375

92,059

11,886

63,973

16,200

2,942

3,910

0

0

－

98,911

費用額　投資額

●環境保全コスト 単位：千円

（1）事業エリア内コスト

（1）-1 公害防止コスト

（1）-2 地球環境保全コスト

（1）-3 資源循環コスト

（2）上・下流コスト

（3）管理活動コスト

（4）研究開発コスト

（5）社会活動コスト

（6）環境損傷対応コスト

環境保全対策に伴う経済効果（実質的効果） 合計TC埼玉 6グループ会社TC京田辺

263,670

57,084

21,082 

49,142 

235 

8,107 

19,257

2,381

724 

2,640 

1

424,323 

87,554 

25,611 

0 

0 

34 

2,055 

6,996 

1,372 

724 

2,353 

0 

126,699 

32,923 

24,230 

15,376 

33,883 

8 

4,665 

1,551 

1,009 

0 

0 

1 

113,646 

143,193 

7,243 

5,706 

15,259 

193 

1,387 

10,710 

0 

0 

287 

0 

183,978 

抜きカス売却益

ダライ粉（鉄くず）売却益

長尺くず売却益

ステンレスくず売却益

電線くず売却益

アルミくず売却益

部品くず売却益

加工くず売却益

バナジウム売却益

廃プラスチック売却益

廃油売却益

合計

●環境保全対策に伴う経済効果 2006年度 単位：千円

内
訳

事業活動に投入する資源に関する
環境保全効果

事業活動から排出する環境負荷および
廃棄物に関する環境保全効果

環境保全効果の分類 環境パフォーマンス指標（単位） 2005年度 2006年度 環境負荷指標

●環境保全効果 単位：千円

用水（千m3）

CO2排出量（t-CO2）

433

59,317 

497

58,261

64千m3 増加

1,056 t-CO2 削減

＊1 強度率：1,000延実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重さの程度を表します。
＊2 度数率：100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表します。
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労働安全衛生

椿本チエインでは、長年にわたり労働災害の撲滅に努めており、設

備の改善や作業手順の見直し等を進め、災害の発生防止、再発防止

を徹底しています。また、新しい活動としてリスクアセスメントに基づ

く活動を積極的に推進し、リスク段階での対策による災害の未然防

止にも努めています。2004年度に休業災害が多発したのを受け、

2005年度からはつばきグループが一体となった安全衛生活動にも

取り組んでおり、より安全で快適な職場環境の実現を目指しています。

次世代育成支援対策

椿本チエインでは、従業員が仕事と子育てを両立できる、働きや

すい環境をつくるために、以下の2つの目標を掲げています。

①従業員がより子育てをしやすくするため、育児に関する制度の拡大

等を行うこと

②「職場優先の意識」や「固定的な性別役割分担意識」など、働きや

快適な職場環境づくり

●喫煙ルール導入

従業員の健康への配慮や健康増進法施

行に伴う禁煙・分煙化の高まりを背景と

して、つばきグループにおいても2006年

10月より喫煙ルールを導入しました。し

かし、愛煙家にとっては「やめたいけどや

められない」のが現実です。そのため、い

かにしてやめるかについて、つばきグループ内で禁煙に成功した人

にアンケート形式の調査を行いました。禁煙したい人への応援の意

味をこめて、その禁煙ノウハウを社内誌「つばき文化」に掲載する等、

ルール運用後のケアにも努めています。

●何でも相談室

京田辺工場、埼玉工場に常設され

ている「何でも相談室」では、専任の

産業カウンセラー・キャリアコンサル

タントが、主に従業員のメンタルな

問題やキャリアの問題をはじめとす

るさまざまな相談に応じています。

キャリアコンサルタントは、早い段階で悩みや問題を解決し、一人ひ

とりが能力を十分に発揮できるようメンタル、キャリアの両面からサ

ポートするとともに、ライフプラン作りなどのアドバイスも行っていま

す。さらにメンタルヘルス知識を根付かせるための研修を階層別に実

施するとともに、各グループ会社にも展開しています。
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環境会計

メンタルヘルス講習会（埼玉工場）

2006年度は、環境会計の集計範囲を株式会社椿本チエイン2工場に加え、主要関連会社6社に拡大し、他の環境パフォーマンスデータの

集計範囲と合わせました。グループ環境会計における環境保全の費用額は約7億円となり、事業エリア内コストおよび管理活動コストが全体

の約8割を占めています。中でも、埼玉工場における廃棄物処理・リサイクル関連の費用が増えたことなどにより、資源循環コストが増加し

ました。また、埼玉工場における地下水浄化対策工事完了に伴い、1.4億円の費用が計上されています。

環境保全効果としては、エネルギー変換などの取り組みにより、CO2排出量を前年度比1,056 t-CO2削減しました。

集計範囲：株式会社椿本チエイン京田辺工場、埼玉工場、椿本チエイン主要関係会社6社（ツバキエマソン、椿本カスタムチエン、椿本スプロケット、椿本バルクシステム、
椿本メイフラン、椿本鋳工）

対象期間：2006年4月1日～2007年3月31日
参考にしたガイドライン：環境省　環境会計ガイドライン（2005年版）

すさを阻害する要因を解消するため、社内で情報提供や研修によ

る意識啓発を行うこと

以上の目標に基づき、管理職を対象にした研修や、社内広報誌に

よる周知・啓発に取り組んでいます。

休暇制度

椿本チエインでは、従業員の健康維持やワークライフバランスを促

進するため、有給休暇の計画取得の促進、半日有給休暇制度の導入

などを行い、休暇の取得率向上に努めています。さらに、育児休職、

介護休職のほか、介護や病気療養、定年退職準備などに活用できる

失効休暇の積み立て制度の実施や、従業員の社会貢献活動を支援す

るために、特別休暇を取得できるボランティア休暇制度などを設けて

います。

2006年度の一般従業員の有給休暇取得率は60.3%でした。今後

も引き続き、リフレッシュ休暇取得の義務付けなど、休暇取得促進の

ためさらなる具体策を進めます。

労使関係

椿本チエインの労働組合は、オープンショップ制を採用しており、

上部団体としてJAM＊3に加入しています。2007年6月現在、組合

員数1,510名です。

労使の間では「健康で安全な働きやすい職場づくり」「労働条件の

改善」を目指して、「長時間労働の改善」「雇用延長制度の刷新」など、

新しい制度づくりを協業で行っています。そのために、労使対話の場

として労働協議会を毎月開催しており、そこはさまざまな課題を労使

一体となって解決していくための重要な場となっています。

＊3 JAM：機械・金属産業を中心とする産業別労働組合

合計

分類

環境保全コスト（事業活動に応じた分類）

大気汚染防止設備、排水処理設備の導入・運転管理

電力管理システムの導入・管理

廃棄物処理・リサイクル費用、産業廃棄物置き場の改善
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EMS構築・運用、事業所内緑化維持、大気・水質測定機器の設置

環境配慮製品の研究開発（製品使用時における環境負荷低減）

工場周辺の美化

地下水浄化対策

主な取り組みの内容

365,286

96,381

37,803
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費用額　投資額

●環境保全コスト 単位：千円

（1）事業エリア内コスト

（1）-1 公害防止コスト

（1）-2 地球環境保全コスト

（1）-3 資源循環コスト

（2）上・下流コスト

（3）管理活動コスト

（4）研究開発コスト

（5）社会活動コスト

（6）環境損傷対応コスト

環境保全対策に伴う経済効果（実質的効果） 合計TC埼玉 6グループ会社TC京田辺
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廃油売却益

合計

●環境保全対策に伴う経済効果 2006年度 単位：千円

内
訳

事業活動に投入する資源に関する
環境保全効果

事業活動から排出する環境負荷および
廃棄物に関する環境保全効果

環境保全効果の分類 環境パフォーマンス指標（単位） 2005年度 2006年度 環境負荷指標

●環境保全効果 単位：千円

用水（千m3）

CO2排出量（t-CO2）

433

59,317 

497

58,261

64千m3 増加

1,056 t-CO2 削減

＊1 強度率：1,000延実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重さの程度を表します。
＊2 度数率：100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表します。



株主・投資家への情報開示

つばきグループは、2006年7月、東京ビッグサイトで開催された日本経済新聞社主催の「日経IRフェ

ア」に出展しました。当社ブースへは約300名の方々が来訪し、商品や会社の説明を行いました。

また、2007年2月、個人投資家に対して資産管理と投資に必要な知識を提供することを目的として、

京セラドーム大阪で開催された「関西ノムラ資産管理フェア」に出展しました。当社ブースには、約700

名の方々が訪れ、IR担当者が当社の事業内容、業績、中期計画などの説明を行いました。
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研修制度

つばきグループでは、研修制度の基本姿勢を「従業員が社会的に評

価される職務遂行能力を備えることを支援する」として、専門的知識

やスキルを高め成果に結びつけるプログラムを充実させています。

新入社員研修をはじめとした、会社制度の理解や個人の役割の再

認識を図る階層別研修、技術や開

発、営業などそれぞれの業務、ま

たレベルごとに実施される専門的

な機能別研修のほか、自己啓発へ

の支援としてTOEICの実施や通信

教育の補助などを提供しています。

従業員一人ひとりがキャリアプラ

ンを描き、能力を備え、成果をあげ

ることを全面的にサポートすること

が、企業の社会的責任の一つであ

ると考え、今後も体制を整えてい

きます。

地域に親しまれる工場を目指して

●工場見学

京田辺工場では、2006年に引き続いて「きょうたなべ環境市民パー

トナーシップ」との協同で、8月に親子工場見学会を開催しました。

「親子で学ぼう」をキャッチフレーズに、参加者たちはチェーンに触れ

ながらその用途を学んだり、環境に関するクイズに挑戦しました。

また、埼玉工場では毎年多くの

工場見学を受け入れています。

1月には、飯能市内小中学校の校

長先生20名が、研修行事として

見学に訪れ、工場案内や人事制度

の概要紹介を行い、活発な質疑応

答がなされました。

●高校の教頭先生民間企業研修

京田辺工場では、2006年8月、

大阪府立高校の新任教頭先生3名

をお迎えし、民間企業体験研修を

実施しました。毎年、大阪商工会

議所および大阪府教育委員会の

要請を受けて実施しているもの

で、2006年で5回目となります。

企業を取り巻く環境および課

題などの説明や、人事制度等についての講習、工場見学、製造実習

を体験していただき、懇談会ではミッション経営、目標の共有化など

についての意見交換を行いました。

●高校生への技能教育

2006年5月から7月にかけて、京都府立伏見工業高校と同田辺高

校において、旋盤の技能教育が行われました。

これは2005年に続いて、京田辺工場が両高校からの高度熟練技

能派遣依頼に応えたものです。技能検定受験者や技能コンテストに

出場する高校生と指導教諭に対し、安全教育や、課題製作を通じて合

理的な機械操作指導が行われました。

●インターンシップの受け入れ

近年は数多くのインターン

シップ受け入れ依頼があり、椿

本チエインでは、2006年度に

12名の学生インターンを受け入

れました。今回の実習生は、開

発・技術センター、技術部、製造

部に分かれて1～2週間の実習

を行いました。チェーンの摩耗

測定や組立段取調査など様々な実習を通して、社会人としての生活を

体験していただきました。

●アドプトロード制度

（株）椿本カスタムチエンでは

2007年度から工場のある大阪

府大東市のアドプトロード＊制

度に参加しています。この制度

は、従業員にも身近な公共空間

である道路などの里親となって、

一定区間内のゴミ拾いや除草な

どの環境美化活動を行うもので

す。市からは必要な用具類の貸与を受けることができ、道路には会

社がこの制度を実施して美化に貢献している事を示すサインボード

が設置されます。この活動は、美化活動を通じた社会貢献や環境コ

ミュニケーションを図るよい機会となっています。

＊アドプトロード：市民団体や企業の従業員などによる一定区間の道路や河川など

の自発的な清掃、緑化活動について、自治体が継続的に支援する制度。

つばきグループKAIZEN発表会

2007年3月、椿本チエイン京

田辺工場において「第8回ＫＡＩ

ＺＥＮ発表会」を開催しました。

国内外グループ会社の194名

が参加し、事例発表会と学習会

を行いました。事例発表会では

椿本チエインから3事例、海外

グループから3事例、国内グルー

プから8事例の発表がありました。

今回、従来の無線音声システムを使用した同時通訳に加え、海外

参加者が別スクリーンで英訳発表資料を見られるようにするなど、

グローバル対応が一段と進みました。具体的な内容は、品質改善や

生産性向上、顧客管理方法の改善などがテーマとなり、年々充実し

た発表会になってきています。

障害者雇用

椿本チエインで

は、障害者の雇用

機会の拡大に努

め、能力や適性を

活かした業務に従

事できるような職

場環境の整備に取

り組んでいます。

全従業員数に占め

る障害者割合は、各年度の従業員数により増減をしていますが、障害

者の雇用の促進等に関する法律で定める1.8%を達成できるよう努

力しています。

今後も、障害を持つ従業員が働きやすい職場環境の整備に取り組

みます。

・階層別教育 
与えられたグレードに応じて、当社グルー
プのミッションや経営方針の理解、個人
の役割の再確認を図るための研修群です。 
業務を遂行する上でのベースとしての
役割を担っています。 

・自己啓発への支援 
通信研修への補助金支給、社外研修へ
の参加補助、TOEICの実施などさまざま
な補助を通じて、社員の自己啓発をバッ
クアップしています。 

自ら目標を掲げ、 
それに向けて努力し 
成果につなぐ 
ことのできる 

"自立型従業員"

・機能別研修 
業務の遂行に必要な知識・スキルの向
上による、より高いパフォーマンス発揮
を目的として、職掌（技術・開発・営業な
ど）別に実施する専門的な研修群です。
修了することによって、さらに高いグレー
ド（資格）への昇格が可能となります。 

第8回KAIZEN発表会

人事制度

つばきグループでは、従業員一人ひとりが「自ら考えて行動する自

立型従業員」を目指し、会社の「人財力」を最大限に発揮させるため

に、2003年から新人事制度の導入を行いました。

新人事制度のポイントは、公正・公平性、透明性、納得性確保のた

め、客観的で明確な基準を確立した評価制度、公的年金受給までの

雇用保証や再雇用対象者拡大のための雇用延長制度、役割・成果を

基準とし、体系を明確化した賃金制度などです。

また、人材の有効活用と組織の活性化を図る人材公募制や、働き

方、時間配分の自由度を高め、成果の違いを明確に賃金に反映する

裁量労働制を導入しました。

今後は、従業員の理解や制度の定着を図るための働きかけを工夫

し、これらの制度の定着を図っていきます。

親子で学ぶ工場見学会（京田辺工場）

技能伝承道場（埼玉工場）

教頭先生民間企業研修

インターンシップ講義風景

アドプトロードの環境美化活動

日経IRフェア

●従業員教育・研修支援制度
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やスキルを高め成果に結びつけるプログラムを充実させています。

新入社員研修をはじめとした、会社制度の理解や個人の役割の再

認識を図る階層別研修、技術や開

発、営業などそれぞれの業務、ま

たレベルごとに実施される専門的

な機能別研修のほか、自己啓発へ

の支援としてTOEICの実施や通信

教育の補助などを提供しています。

従業員一人ひとりがキャリアプラ

ンを描き、能力を備え、成果をあげ

ることを全面的にサポートすること

が、企業の社会的責任の一つであ

ると考え、今後も体制を整えてい

きます。

地域に親しまれる工場を目指して

●工場見学

京田辺工場では、2006年に引き続いて「きょうたなべ環境市民パー

トナーシップ」との協同で、8月に親子工場見学会を開催しました。

「親子で学ぼう」をキャッチフレーズに、参加者たちはチェーンに触れ

ながらその用途を学んだり、環境に関するクイズに挑戦しました。

また、埼玉工場では毎年多くの

工場見学を受け入れています。

1月には、飯能市内小中学校の校

長先生20名が、研修行事として

見学に訪れ、工場案内や人事制度

の概要紹介を行い、活発な質疑応

答がなされました。

●高校の教頭先生民間企業研修

京田辺工場では、2006年8月、

大阪府立高校の新任教頭先生3名

をお迎えし、民間企業体験研修を

実施しました。毎年、大阪商工会

議所および大阪府教育委員会の

要請を受けて実施しているもの

で、2006年で5回目となります。

企業を取り巻く環境および課

題などの説明や、人事制度等についての講習、工場見学、製造実習

を体験していただき、懇談会ではミッション経営、目標の共有化など

についての意見交換を行いました。

●高校生への技能教育

2006年5月から7月にかけて、京都府立伏見工業高校と同田辺高

校において、旋盤の技能教育が行われました。

これは2005年に続いて、京田辺工場が両高校からの高度熟練技

能派遣依頼に応えたものです。技能検定受験者や技能コンテストに

出場する高校生と指導教諭に対し、安全教育や、課題製作を通じて合

理的な機械操作指導が行われました。

●インターンシップの受け入れ

近年は数多くのインターン

シップ受け入れ依頼があり、椿

本チエインでは、2006年度に

12名の学生インターンを受け入

れました。今回の実習生は、開

発・技術センター、技術部、製造

部に分かれて1～2週間の実習

を行いました。チェーンの摩耗

測定や組立段取調査など様々な実習を通して、社会人としての生活を

体験していただきました。

●アドプトロード制度

（株）椿本カスタムチエンでは

2007年度から工場のある大阪

府大東市のアドプトロード＊制

度に参加しています。この制度

は、従業員にも身近な公共空間

である道路などの里親となって、

一定区間内のゴミ拾いや除草な

どの環境美化活動を行うもので

す。市からは必要な用具類の貸与を受けることができ、道路には会

社がこの制度を実施して美化に貢献している事を示すサインボード

が設置されます。この活動は、美化活動を通じた社会貢献や環境コ

ミュニケーションを図るよい機会となっています。

＊アドプトロード：市民団体や企業の従業員などによる一定区間の道路や河川など

の自発的な清掃、緑化活動について、自治体が継続的に支援する制度。

つばきグループKAIZEN発表会

2007年3月、椿本チエイン京

田辺工場において「第8回ＫＡＩ

ＺＥＮ発表会」を開催しました。

国内外グループ会社の194名

が参加し、事例発表会と学習会

を行いました。事例発表会では

椿本チエインから3事例、海外

グループから3事例、国内グルー

プから8事例の発表がありました。

今回、従来の無線音声システムを使用した同時通訳に加え、海外

参加者が別スクリーンで英訳発表資料を見られるようにするなど、

グローバル対応が一段と進みました。具体的な内容は、品質改善や

生産性向上、顧客管理方法の改善などがテーマとなり、年々充実し

た発表会になってきています。

障害者雇用

椿本チエインで

は、障害者の雇用

機会の拡大に努

め、能力や適性を

活かした業務に従

事できるような職

場環境の整備に取

り組んでいます。

全従業員数に占め

る障害者割合は、各年度の従業員数により増減をしていますが、障害

者の雇用の促進等に関する法律で定める1.8%を達成できるよう努

力しています。

今後も、障害を持つ従業員が働きやすい職場環境の整備に取り組

みます。

・階層別教育 
与えられたグレードに応じて、当社グルー
プのミッションや経営方針の理解、個人
の役割の再確認を図るための研修群です。 
業務を遂行する上でのベースとしての
役割を担っています。 

・自己啓発への支援 
通信研修への補助金支給、社外研修へ
の参加補助、TOEICの実施などさまざま
な補助を通じて、社員の自己啓発をバッ
クアップしています。 

自ら目標を掲げ、 
それに向けて努力し 
成果につなぐ 
ことのできる 

"自立型従業員"

・機能別研修 
業務の遂行に必要な知識・スキルの向
上による、より高いパフォーマンス発揮
を目的として、職掌（技術・開発・営業な
ど）別に実施する専門的な研修群です。
修了することによって、さらに高いグレー
ド（資格）への昇格が可能となります。 

第8回KAIZEN発表会

人事制度

つばきグループでは、従業員一人ひとりが「自ら考えて行動する自

立型従業員」を目指し、会社の「人財力」を最大限に発揮させるため

に、2003年から新人事制度の導入を行いました。

新人事制度のポイントは、公正・公平性、透明性、納得性確保のた

め、客観的で明確な基準を確立した評価制度、公的年金受給までの

雇用保証や再雇用対象者拡大のための雇用延長制度、役割・成果を

基準とし、体系を明確化した賃金制度などです。

また、人材の有効活用と組織の活性化を図る人材公募制や、働き

方、時間配分の自由度を高め、成果の違いを明確に賃金に反映する

裁量労働制を導入しました。

今後は、従業員の理解や制度の定着を図るための働きかけを工夫

し、これらの制度の定着を図っていきます。

親子で学ぶ工場見学会（京田辺工場）

技能伝承道場（埼玉工場）

教頭先生民間企業研修

インターンシップ講義風景

アドプトロードの環境美化活動

日経IRフェア

●従業員教育・研修支援制度
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情報開示

つばきグループは、証券取引法や証券取引

所の定める規則に従って公正かつ速やかな

情報開示を行っています。事業報告書やウェ

ブサイトを通じた情報開示の他、2006年度

より従来の英語版に加え日本語版のアニュア

ルレポートを発行しています。

27

社会とつばき グローバルネットワーク
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途上国技術者見学の受け入れ

2006年8月、インドの技術

者グループが京田辺工場を見

学に訪れました。これは、財

団法人海外技術者研修協会が

開催する研修セミナーの依頼

を受けたことによるものです。

今回、技術者の方々はつばき

流セル生産＊現場を重点的に

見学され、設備や社員の待遇

についても熱心な質疑応答がなされました。

＊つばき流セル生産：人を中心に置き、「部品加工から組立・出荷まで一貫して」、
「お客様の必要な時に必要なものを必要な量だけ」製造する同期生産方式

外部表彰

2006年11月、関東地方発

明表彰式において、当社特許

の「走行案内シュー」が発明奨

励賞を受賞しました。これは

社団法人発明協会が主催す

る、伝統ある格式高い式典で

す。今回の受賞を糧として、今

後もよりよい商品開発を行っ

ていきます。

また、椿本チエイン京田辺

工場では、京都府赤十字血液

センターより「平成18年度・

日本赤十字社献血功労賞」を

受賞しました。

つばきグループの公表資料

寄付・協賛

2006年度は、日本経団連の呼びかけに応じて、インドネシア・ジャ

ワ島中部地震被害に対する義援金協力や日・タイ修好120周年記念

事業への資金協力のほか、地元自治体の行う子供向け育成支援事業

への協賛金協力を行いました。

その他、赤い羽根共同募金、歳末たすけあい運動、日本ユニセフ協

会への企業募金、地元地域で開催されるスポーツ大会や伝統行事へ

の寄付・協賛を行いました。

展示会

つばきグループは、最新

技術と幅広い製品展開を世

界のより多くのお客様へ理

解していただくために、毎

年数多くの展示会、見本市

へ幅広く製品などを出展し

ています。2006年度は、「機

械要素技術展」、「国際物流

総合展」などの展示会へ積

極的に参加しました。

工場見学する海外技術者の皆さん

関東地方発明表彰式

日本赤十字社献血功労賞

機械要素技術展

国際物流総合展
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当社は、つばきグループの一員として、地球環境の
保全が人類共通の最重要課題ととらえ、あらゆる事業
活動および従業員行動を通じ、持続可能な循環型社会
に積極的に貢献し、豊かな明日の創造に寄与すること
を目指しています。
また、当社の所在地の滋賀県では健全な琵琶湖を次

世代に引き継ぐための指針としてマザーレイク21計
画（琵琶湖総合保全整備計画）を制定しており、それに

伴い環境保全が厳しく要求されます。その要求事項を順守することを念頭に
置き、これまで培ってきた技術を最大限に生かし全社を上げて、環境にやさ
しい製品づくりに取り組んでいます。
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株式会社椿本チエイン　京田辺工場

竣工年月
工 場 長
住 所
敷地面積
緑地面積
資 本 金
（椿本チエイン）
従業員数
生産品目

2001年6月
取締役専務執行役員　市川直
〒610-0380 京都府京田辺市甘南備台1-1-3
230,100g
87,438g

170億7,600万円

807名
伝動用ローラチェーン、コンベヤチェーン、ケー
ブルドラッグチェーンおよび応用チェーン一式の
設計・開発・製造

：
：
：
：
：

：

：
：

当工場では、『「クリーン工場」から「グリーン製品」
を！』をスローガンとして全員活動で進め、2007年2
月に、対象となる全ての製品において「有害化学物質
含有製品対応」を終了しました。また、ゼロエミッシ
ョン活動においても、再資源化、減量化、新規業者の
探索を進め、つばきグループが目標とする「再資源化
率97%以上」を2007年6月に達成しました。
さらに、環境経営イメージの向上を目指し、グリー

ン製品活動を継続・拡大させるとともに、「製品環境マネジメント」のシステ
ムを軌道に乗せ、お客様に安心・安全と最高品質を提供していきます。

株式会社椿本チエイン　埼玉工場

竣工年月
工 場 長
住 所
敷地面積
緑地面積
資 本 金
（椿本チエイン）
従業員数
生産品目

1962年3月
取締役常務執行役員　藤原透
〒357-8510 埼玉県飯能市新光20
179,647g
39,409g

170億7,600万円

810名
各種輸送機械器具、同付属品の製造販売、輸送機械
装置の設計および設置、各種電気電子機器、同付属
品の製造販売、電気機器装置の設計および設置工事

：
：
：
：
：

：

：
：

当工場は、自動車エンジン用のタイミング製品、シ
ステムコンベヤ製品を製造･販売しています。グルー
プで最も環境負荷が高く、ISO14001認証も最初に取
得したことから、生産現場に直結した環境活動など、
常にグループの先進的位置付けを担っています。

2006年度は重油の都市ガスへの変換などに継続し
て取り組み、工場のCO2排出量を原単位で3.4%削減
しました。埼玉工場は操業約45年で、施設や装置が

老朽化していますが、今後も工場の再編、設備の更新、生産増強に併せて、
環境投資を積極的に行い、環境改善が生産コストの低減につながるよう活動
していきます。

株式会社ツバキエマソン

設立年月
工 場 長
住 所
敷地面積
緑地面積
資 本 金
従業員数
生産品目

2002年4月
代表取締役社長　宮崎英夫
〒617-0833 京都府長岡京市神足暮角1-1
175,076g（京都工場55,506g、兵庫工場64,616g、岡山工場54,954g）
54,554g（京都工場6,074g、兵庫工場17,180g、岡山工場31,300g）
4億6,000万円
594名
ギヤ減速機、遊星車方式変速機、トルク制御装
置、電動シリンダ、軸継手、機械式一方向クラッ
チなどの開発製造および販売

：
：
：
：
：
：
：
：

当社は、「考えよう！今日ひとつ、地球に良いことし
てますか？」の年度テーマのもと、環境活動に積極的
に取り組んでいます。京都、兵庫、岡山の3地域に所在
する3工場は一括して、品質と環境を統合したマネジ
メントシステムを構築しています。2006年度の活動は
CO2排出量25%削減（2002年度比、原単位）に代表
されるように、計画以上の実績を挙げることができま
した。2007年度も、重点テーマとして環境関連法の

順守、省エネ、省資源、ゼロエミッションの推進だけでなく、グリーン調達の
促進、環境配慮製品の拡大に取り組んでいきます。私たちはパワートランス
ミッションの分野で、革新的な技術力を駆使した商品の提供を通じ、世界の
顧客の成功に寄与します。

株式会社椿本カスタムチエン

設立年月
代 表 者
住 所

敷地面積
緑地面積
資 本 金
従業員数
生産品目

1951年10月
代表取締役社長　吉岡武彦
〒574-0064
大阪府大東市御領2-3-1
16,978g
641g
1億2,500万円
197名
小形エンジニアリングチェーンおよび特殊
チェーンの製造

：
：
：

：
：
：
：
：

当社は、小形エンジニアリングチェーンの開発･設計･
製造に携わっています。そして、環境保全への取り組み
を企業経営の重要課題の一つと位置づけて、環境活動
に取り組んでいます。

2006年度は、環境マネジメントシステムを京田辺ユ
ニットの一員として統合し、グループ共通の目標である、
CO2排出量の削減活動につとめました。2007年度は、
さらに、前年度比1%（原単位）の削減を目指しています。

また、ゼロエミッションを継続していきます。新熱処理工場は、2006年に
建屋が完成し、順次設備を移動中ですが、2008年1月からは全面操業開始の
予定です。作業環境も改善された新工場では、電気炉からガス炉に転換する
ため、電力消費量を削減し、CO2の排出量も原単位で削減する見込みです。

株式会社椿本バルクシステム

設立年月
代 表 者
住 所

敷地面積
資 本 金
従業員数
生産品目

1981年4月
代表取締役　片岡揚平
〒561-0872
大阪府豊中市寺内2-4-1（緑地駅ビル）
10,232g
1億5,000万円
146名
粉粒体搬送コンベヤと付属機器の製作納入、穀
物サイロシステム、粉粒体ハンドリングシステ
ムとそのエンジニアリング、他

：
：
：

：
：
：
：

当社は「専門技術を磨き、顧客の抱える問題を解決
する」ことを行動指針に、お客様に喜ばれる商品や社
会の環境改善に貢献できる製品づくりを目指していま
す。2007年度は、コンベヤケース内に輸送物を残留
させない商品と省電力、省エネルギーに配慮した容器
式のSAB形水平・垂直搬送コンベヤを開発し市場投
入しました。これらに満足せず、これからもエコ製品
の開発に磨きをかけ、お客様に評価され続けるように

努力をしていきます。一方、環境関連の社内展開では、法的要求およびその
他の要求事項の順守徹底と、有益な環境側面の見直しを行い、継続的改善を
実施し、「顧客価値」の向上を追究していきます。

椿本メイフラン株式会社

設立年月
代 表 者
住 所
敷地面積
緑地面積
資 本 金
従業員数
生産品目

1973年11月
代表取締役　宮北大嗣
〒528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野5001
27,071g
5,787g
9,000万円
120名
チップ（金属切粉）、スクラップ、塵芥、故紙など
固形廃棄物搬送用コンベヤおよびチップ･クー
ラントの総合処理システムの設計製造、販売、
輸出入およびその付帯工事の施工

：
：
：
：
：
：
：
：

株式会社椿本鋳工

設立年月
代 表 者
住 所

敷地面積
緑地面積
資 本 金
従業員数
生産品目

1968年10月
代表取締役　柴本 健介
〒357-0022
埼玉県飯能市新光20
4,120g
820g
5,000万円
58名
乗用車エンジン、カーエアコンなど量産小物向
け普通ならびに特殊鋳鉄の製造、加工および
販売

：
：
：

：
：
：
：
：

当社の主な事業内容は、自動車部品用小形鋳物の開
発・設計・製造です。椿本チエイン埼玉工場の一角に
位置し、環境方針をはじめとする環境活動に椿本チエ
インと一体で取り組んでいます。かつて3K職場の代
表というイメ－ジの鋳物業界にあって、当社は、積極的
に環境改善を進めてきました。2006年度より進めて
いた工場の建て替えが予定通り完了し、2007年4月
より新工場が稼動しています。新工場は、社内および

近隣地域に配慮し、3A（安全、安心、明るい）をモット－に省エネ、粉塵対策、
騒音対策など改善を実施しました。今後は、さらに継続的改善を進め、環境
改善に積極的に取り組みます。

ツバキ山久チエイン株式会社

設立年月
代 表 者
住 所
敷地面積
緑地面積
資 本 金
従業員数
生産品目

1939年9月
代表取締役社長　大森 幹彦
〒108-0074 東京都港区高輪2-15-16
15,000g
1,250g
1億2600万円
174名
各種機械用チェーン及び省力機器類ほか
自動化装置の設計、製造、販売、貿易

：
：
：
：
：
：
：
：

当社は各種産業用チェーン、精密機械部品、自動化
装置、省力化装置の開発・設計・製造・販売をしてお
り、産業界の自動化、省力化に貢献することを目指し
ます。
つばきグループの一員として常にグループの環境理

念を認識し、環境マネジメントシステムの構築を目指
し、省エネルギー、ごみの分別、廃棄物の削減とリサ
イクルを推進し、環境関連法令を順守します。また、

地球にやさしく、環境を保護するために、環境配慮製品の設計、グリーン調
達、有害化学物質の削減などに取り組んでいきます。

株式会社椿本スプロケット

設立年月
代 表 者
住 所
敷地面積
緑地面積
資 本 金
従業員数
生産品目

1951年12月
代表取締役　西村雅温
〒613-0022 京都府久世郡久御山町市田一ノ坪28-1
24,000g
4,212g
1億2,600万円
154名
各種動力伝動用スプロケット、タイミングプーリお
よびカップリングの製造販売、各種輸送機用スプロ
ケットの製造販売、各種カスタムカムの設計製作
販売、応用製品、付属品の製造販売、他

：
：
：
：
：
：
：
：

当社は2006年度は、リサイクルの推進と産業廃棄
物の削減を重点テーマに活動を進めました。2007年
度も引き続きゼロエミッションの基盤作りを行います。
新工場の建設にあわせて、緑地の整備、廃棄物集積所
の改築を行い、また塗装設備を有機溶剤不使用の設備
に改装するなど環境に関連した設備投資を行います。
製品に含まれる環境負荷物質の撤廃、CO2削減、環境
配慮製品の開発、生産プロセスでの環境負荷低減と工

場全体での環境活動を進めるとともに、地域社会の環境活動にも積極的に参
加します。

サイトレポート

編集後記
つばきグループの環境・社会報告書の発行は、今回で3年目と

なりました。今回は、環境コミュニケーションの一環として従業

員座談会を開催し、日々、モノづくりの現場で製品の環境対応を

迫られているエンジニアの皆さんの生の声を聞くことができま

した。その中で、自らが産み出した製品が社会の中でどのよう

に環境性能を発揮しているのかを知りたいというご意見をいた

だくなど、双方向コミュニケーションの重要性を感じました。こ

れからも、ステークホルダーの皆様との対話の機会を増やし、そ

れを積極的に開示していくことによって、つばきグループの環

境や社会に対する活動を向上させていきたいと考えています。

（CSR推進センター　環境経営室）



当社は、つばきグループの一員として、地球環境の
保全が人類共通の最重要課題ととらえ、あらゆる事業
活動および従業員行動を通じ、持続可能な循環型社会
に積極的に貢献し、豊かな明日の創造に寄与すること
を目指しています。
また、当社の所在地の滋賀県では健全な琵琶湖を次

世代に引き継ぐための指針としてマザーレイク21計
画（琵琶湖総合保全整備計画）を制定しており、それに

伴い環境保全が厳しく要求されます。その要求事項を順守することを念頭に
置き、これまで培ってきた技術を最大限に生かし全社を上げて、環境にやさ
しい製品づくりに取り組んでいます。
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株式会社椿本チエイン　京田辺工場

竣工年月
工 場 長
住 所
敷地面積
緑地面積
資 本 金
（椿本チエイン）
従業員数
生産品目

2001年6月
取締役専務執行役員　市川直
〒610-0380 京都府京田辺市甘南備台1-1-3
230,100g
87,438g

170億7,600万円

807名
伝動用ローラチェーン、コンベヤチェーン、ケー
ブルドラッグチェーンおよび応用チェーン一式の
設計・開発・製造

：
：
：
：
：

：

：
：

当工場では、『「クリーン工場」から「グリーン製品」
を！』をスローガンとして全員活動で進め、2007年2
月に、対象となる全ての製品において「有害化学物質
含有製品対応」を終了しました。また、ゼロエミッシ
ョン活動においても、再資源化、減量化、新規業者の
探索を進め、つばきグループが目標とする「再資源化
率97%以上」を2007年6月に達成しました。
さらに、環境経営イメージの向上を目指し、グリー

ン製品活動を継続・拡大させるとともに、「製品環境マネジメント」のシステ
ムを軌道に乗せ、お客様に安心・安全と最高品質を提供していきます。

株式会社椿本チエイン　埼玉工場

竣工年月
工 場 長
住 所
敷地面積
緑地面積
資 本 金
（椿本チエイン）
従業員数
生産品目

1962年3月
取締役常務執行役員　藤原透
〒357-8510 埼玉県飯能市新光20
179,647g
39,409g

170億7,600万円

810名
各種輸送機械器具、同付属品の製造販売、輸送機械
装置の設計および設置、各種電気電子機器、同付属
品の製造販売、電気機器装置の設計および設置工事

：
：
：
：
：

：

：
：

当工場は、自動車エンジン用のタイミング製品、シ
ステムコンベヤ製品を製造･販売しています。グルー
プで最も環境負荷が高く、ISO14001認証も最初に取
得したことから、生産現場に直結した環境活動など、
常にグループの先進的位置付けを担っています。

2006年度は重油の都市ガスへの変換などに継続し
て取り組み、工場のCO2排出量を原単位で3.4%削減
しました。埼玉工場は操業約45年で、施設や装置が

老朽化していますが、今後も工場の再編、設備の更新、生産増強に併せて、
環境投資を積極的に行い、環境改善が生産コストの低減につながるよう活動
していきます。

株式会社ツバキエマソン

設立年月
工 場 長
住 所
敷地面積
緑地面積
資 本 金
従業員数
生産品目

2002年4月
代表取締役社長　宮崎英夫
〒617-0833 京都府長岡京市神足暮角1-1
175,076g（京都工場55,506g、兵庫工場64,616g、岡山工場54,954g）
54,554g（京都工場6,074g、兵庫工場17,180g、岡山工場31,300g）
4億6,000万円
594名
ギヤ減速機、遊星車方式変速機、トルク制御装
置、電動シリンダ、軸継手、機械式一方向クラッ
チなどの開発製造および販売

：
：
：
：
：
：
：
：

当社は、「考えよう！今日ひとつ、地球に良いことし
てますか？」の年度テーマのもと、環境活動に積極的
に取り組んでいます。京都、兵庫、岡山の3地域に所在
する3工場は一括して、品質と環境を統合したマネジ
メントシステムを構築しています。2006年度の活動は
CO2排出量25%削減（2002年度比、原単位）に代表
されるように、計画以上の実績を挙げることができま
した。2007年度も、重点テーマとして環境関連法の

順守、省エネ、省資源、ゼロエミッションの推進だけでなく、グリーン調達の
促進、環境配慮製品の拡大に取り組んでいきます。私たちはパワートランス
ミッションの分野で、革新的な技術力を駆使した商品の提供を通じ、世界の
顧客の成功に寄与します。

株式会社椿本カスタムチエン

設立年月
代 表 者
住 所

敷地面積
緑地面積
資 本 金
従業員数
生産品目

1951年10月
代表取締役社長　吉岡武彦
〒574-0064
大阪府大東市御領2-3-1
16,978g
641g
1億2,500万円
197名
小形エンジニアリングチェーンおよび特殊
チェーンの製造

：
：
：

：
：
：
：
：

当社は、小形エンジニアリングチェーンの開発･設計･
製造に携わっています。そして、環境保全への取り組み
を企業経営の重要課題の一つと位置づけて、環境活動
に取り組んでいます。

2006年度は、環境マネジメントシステムを京田辺ユ
ニットの一員として統合し、グループ共通の目標である、
CO2排出量の削減活動につとめました。2007年度は、
さらに、前年度比1%（原単位）の削減を目指しています。

また、ゼロエミッションを継続していきます。新熱処理工場は、2006年に
建屋が完成し、順次設備を移動中ですが、2008年1月からは全面操業開始の
予定です。作業環境も改善された新工場では、電気炉からガス炉に転換する
ため、電力消費量を削減し、CO2の排出量も原単位で削減する見込みです。

株式会社椿本バルクシステム

設立年月
代 表 者
住 所

敷地面積
資 本 金
従業員数
生産品目

1981年4月
代表取締役　片岡揚平
〒561-0872
大阪府豊中市寺内2-4-1（緑地駅ビル）
10,232g
1億5,000万円
146名
粉粒体搬送コンベヤと付属機器の製作納入、穀
物サイロシステム、粉粒体ハンドリングシステ
ムとそのエンジニアリング、他

：
：
：

：
：
：
：

当社は「専門技術を磨き、顧客の抱える問題を解決
する」ことを行動指針に、お客様に喜ばれる商品や社
会の環境改善に貢献できる製品づくりを目指していま
す。2007年度は、コンベヤケース内に輸送物を残留
させない商品と省電力、省エネルギーに配慮した容器
式のSAB形水平・垂直搬送コンベヤを開発し市場投
入しました。これらに満足せず、これからもエコ製品
の開発に磨きをかけ、お客様に評価され続けるように

努力をしていきます。一方、環境関連の社内展開では、法的要求およびその
他の要求事項の順守徹底と、有益な環境側面の見直しを行い、継続的改善を
実施し、「顧客価値」の向上を追究していきます。

椿本メイフラン株式会社

設立年月
代 表 者
住 所
敷地面積
緑地面積
資 本 金
従業員数
生産品目

1973年11月
代表取締役　宮北大嗣
〒528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野5001
27,071g
5,787g
9,000万円
120名
チップ（金属切粉）、スクラップ、塵芥、故紙など
固形廃棄物搬送用コンベヤおよびチップ･クー
ラントの総合処理システムの設計製造、販売、
輸出入およびその付帯工事の施工

：
：
：
：
：
：
：
：

株式会社椿本鋳工

設立年月
代 表 者
住 所

敷地面積
緑地面積
資 本 金
従業員数
生産品目

1968年10月
代表取締役　柴本 健介
〒357-0022
埼玉県飯能市新光20
4,120g
820g
5,000万円
58名
乗用車エンジン、カーエアコンなど量産小物向
け普通ならびに特殊鋳鉄の製造、加工および
販売

：
：
：

：
：
：
：
：

当社の主な事業内容は、自動車部品用小形鋳物の開
発・設計・製造です。椿本チエイン埼玉工場の一角に
位置し、環境方針をはじめとする環境活動に椿本チエ
インと一体で取り組んでいます。かつて3K職場の代
表というイメ－ジの鋳物業界にあって、当社は、積極的
に環境改善を進めてきました。2006年度より進めて
いた工場の建て替えが予定通り完了し、2007年4月
より新工場が稼動しています。新工場は、社内および

近隣地域に配慮し、3A（安全、安心、明るい）をモット－に省エネ、粉塵対策、
騒音対策など改善を実施しました。今後は、さらに継続的改善を進め、環境
改善に積極的に取り組みます。

ツバキ山久チエイン株式会社

設立年月
代 表 者
住 所
敷地面積
緑地面積
資 本 金
従業員数
生産品目

1939年9月
代表取締役社長　大森 幹彦
〒108-0074 東京都港区高輪2-15-16
15,000g
1,250g
1億2600万円
174名
各種機械用チェーン及び省力機器類ほか
自動化装置の設計、製造、販売、貿易

：
：
：
：
：
：
：
：

当社は各種産業用チェーン、精密機械部品、自動化
装置、省力化装置の開発・設計・製造・販売をしてお
り、産業界の自動化、省力化に貢献することを目指し
ます。
つばきグループの一員として常にグループの環境理

念を認識し、環境マネジメントシステムの構築を目指
し、省エネルギー、ごみの分別、廃棄物の削減とリサ
イクルを推進し、環境関連法令を順守します。また、

地球にやさしく、環境を保護するために、環境配慮製品の設計、グリーン調
達、有害化学物質の削減などに取り組んでいきます。

株式会社椿本スプロケット

設立年月
代 表 者
住 所
敷地面積
緑地面積
資 本 金
従業員数
生産品目

1951年12月
代表取締役　西村雅温
〒613-0022 京都府久世郡久御山町市田一ノ坪28-1
24,000g
4,212g
1億2,600万円
154名
各種動力伝動用スプロケット、タイミングプーリお
よびカップリングの製造販売、各種輸送機用スプロ
ケットの製造販売、各種カスタムカムの設計製作
販売、応用製品、付属品の製造販売、他

：
：
：
：
：
：
：
：

当社は2006年度は、リサイクルの推進と産業廃棄
物の削減を重点テーマに活動を進めました。2007年
度も引き続きゼロエミッションの基盤作りを行います。
新工場の建設にあわせて、緑地の整備、廃棄物集積所
の改築を行い、また塗装設備を有機溶剤不使用の設備
に改装するなど環境に関連した設備投資を行います。
製品に含まれる環境負荷物質の撤廃、CO2削減、環境
配慮製品の開発、生産プロセスでの環境負荷低減と工

場全体での環境活動を進めるとともに、地域社会の環境活動にも積極的に参
加します。

サイトレポート

編集後記
つばきグループの環境・社会報告書の発行は、今回で3年目と

なりました。今回は、環境コミュニケーションの一環として従業

員座談会を開催し、日々、モノづくりの現場で製品の環境対応を

迫られているエンジニアの皆さんの生の声を聞くことができま

した。その中で、自らが産み出した製品が社会の中でどのよう

に環境性能を発揮しているのかを知りたいというご意見をいた

だくなど、双方向コミュニケーションの重要性を感じました。こ

れからも、ステークホルダーの皆様との対話の機会を増やし、そ

れを積極的に開示していくことによって、つばきグループの環

境や社会に対する活動を向上させていきたいと考えています。

（CSR推進センター　環境経営室）
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